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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二次電池と、
　前記二次電池を充電する充電器と、
　前記二次電池の満充電容量を順次算出する手段と、
　算出された前記満充電容量から、初期状態の満充電容量からの変化の度合いを順次算出
する手段と、
　前記二次電池が寿命末期であることを検出する検出手段と、
　前記二次電池が前記寿命末期でない場合に、算出された前記変化の度合いに基づいて第
１充電電流値又は第１充電電力値を設定して前記二次電池を充電し、前記二次電池が前記
寿命末期である場合に、算出された前記変化の度合いに基づいて設定される、前記第１充
電電流値よりも小さい第２充電電流値、又は前記第１充電電力値よりも小さい第２充電電
力値を設定して前記二次電池を充電する充電制御手段と、
を備え、
　前記充電制御手段は、前記二次電池の初期状態における初期充電電流値又は初期充電電
力値と前記変化の度合いに基づいて前記第１充電電流値又は前記第１充電電力値を設定し
、前記二次電池の初期状態における初期充電電流値又は初期充電電力値と前記変化の度合
いと調整値に基づいて前記第２充電電流値又は前記第２充電電力値を設定し、
　前記充電制御手段は、前記変化の度合いとして、初期状態の満充電容量に対する算出さ
れた実容量の比率である満充電容量維持率を算出し、前記二次電池の初期状態における初
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期充電電流値又は初期充電電力値と前記満充電容量維持率に基づいて前記第１充電電流値
又は前記第１充電電力値を設定し、前記二次電池の初期状態における初期充電電流値又は
初期充電電力値と前記満充電容量維持率と前記調整値に基づいて前記第２充電電流値又は
前記第２充電電力値を設定する
　ことを特徴とする二次電池の充電システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の二次電池の充電システムにおいて、
　前記充電制御手段は、前記二次電池が前記寿命末期である場合に、さらに、充電時の上
限電圧値を減少させて前記二次電池を充電する
　ことを特徴とする二次電池の充電システム。
【請求項３】
　請求項１，２のいずれかに記載の二次電池の充電システムにおいて、
　前記検出手段は、算出された前記満充電容量の変化速度を所定のしきい値と大小比較す
ることで検出することを特徴とする二次電池の充電システム。
【請求項４】
　請求項３記載の二次電池の充電システムにおいて、
　前記検出手段は、算出された前記満充電容量の変化速度を所定のしきい値と大小比較し
、かつ、前記変化の度合いを所定のしきい値と大小比較することで検出することを特徴と
する二次電池の充電システム。
【請求項５】
　請求項３記載の二次電池の充電システムにおいて、
　前記充電制御手段は、前記変化速度が前記所定のしきい値より大きい場合に前記第２充
電電流値又は前記第２充電電力値を設定して前記二次電池を充電し、その後、前記変化速
度が前記所定のしきい値以下となった場合に再び前記第１充電電流値又は前記第１充電電
力値を設定して前記二次電池を充電する
ことを特徴とする二次電池の充電システム。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の二次電池の充電システムにおいて、さらに、
　前記検出手段で前記二次電池の寿命末期が検出された場合に所定のアラートを表示する
表示手段
　を備えることを特徴とする二次電池の充電システム。
【請求項７】
　二次電池と、
　前記二次電池の満充電容量を順次算出する手段と、
　算出された前記満充電容量から、初期状態の満充電容量からの変化の度合いを順次算出
する手段と、
　前記二次電池が寿命末期であることを検出する検出手段と、
　前記二次電池が前記寿命末期でない場合に、算出された前記変化の度合いに基づいて第
１充電電流値又は第１充電電力値を設定して前記二次電池を充電し、前記二次電池が前記
寿命末期である場合に、算出された前記変化の度合いに基づいて設定される、前記第１充
電電流値よりも小さい第２充電電流値、又は前記第１充電電力値よりも小さい第２充電電
力値を設定して前記二次電池を充電すべく充電器に制御信号を出力する充電制御手段と、
　を備え、
　前記充電制御手段は、前記二次電池の初期状態における初期充電電流値又は初期充電電
力値と前記変化の度合いに基づいて前記第１充電電流値又は前記第１充電電力値を設定し
、前記二次電池の初期状態における初期充電電流値又は初期充電電力値と前記変化の度合
いと調整値に基づいて前記第２充電電流値又は前記第２充電電力値を設定し、
　前記充電制御手段は、前記変化の度合いとして、初期状態の満充電容量に対する算出さ
れた実容量の比率である満充電容量維持率を算出し、前記二次電池の初期状態における初
期充電電流値又は初期充電電力値と前記満充電容量維持率に基づいて前記第１充電電流値
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又は前記第１充電電力値を設定し、前記二次電池の初期状態における初期充電電流値又は
初期充電電力値と前記満充電容量維持率と前記調整値に基づいて前記第２充電電流値又は
前記第２充電電力値を設定する
　ことを特徴とする電池パック。
【請求項８】
　請求項７に記載の電池パックにおいて、
　前記充電制御手段は、前記二次電池が前記寿命末期である場合に、さらに、充電時の上
限電圧値を減少させる
　ことを特徴とする電池パック。
【請求項９】
　請求項７，８のいずれかに記載の電池パックにおいて、
　前記検出手段は、算出された前記満充電容量の変化速度を所定のしきい値と大小比較す
ることで検出することを特徴とする電池パック。
【請求項１０】
　請求項９記載の電池パックにおいて、
　前記検出手段は、算出された前記満充電容量の変化速度を所定のしきい値と大小比較し
、かつ、前記変化の度合いを所定のしきい値と大小比較することで検出することを特徴と
する電池パック。
【請求項１１】
　請求項９記載の電池パックにおいて、
　前記充電制御手段は、前記変化速度が前記所定のしきい値より大きい場合に前記第２充
電電流値又は前記第２充電電力値を設定し、その後、前記変化速度が前記所定のしきい値
以下となった場合に再び前記第１充電電流値又は前記第１充電電力値を設定する
　ことを特徴とする電池パック。
【請求項１２】
　請求項７～１１のいずれかに記載の電池パックにおいて、
　前記検出手段で前記二次電池の寿命末期が検出された場合にアラートを示す信号を出力
する手段
　を備えることを特徴とする電池パック。
【請求項１３】
　二次電池の充電方法であって、
　前記二次電池の満充電容量を順次算出するステップと、
　算出された前記満充電容量から、初期状態の満充電容量からの変化の度合いを順次算出
するステップと、
　前記二次電池が寿命末期であることを検出するステップと、
　前記二次電池が前記寿命末期でない場合に、算出された前記変化の度合いに基づいて第
１充電電流値又は第１充電電力値を設定して前記二次電池を充電し、前記二次電池が前記
寿命末期である場合に、算出された前記変化の度合いに基づいて設定される、前記第１充
電電流値よりも小さい第２充電電流値、又は前記第１充電電力値よりも小さい第２充電電
力値を設定して前記二次電池を充電するステップであって、前記二次電池の初期状態にお
ける初期充電電流値又は初期充電電力値と前記変化の度合いに基づいて前記第１充電電流
値又は前記第１充電電力値を設定し、前記二次電池の初期状態における初期充電電流値又
は初期充電電力値と前記変化の度合いと調整値に基づいて前記第２充電電流値又は前記第
２充電電力値を設定し、前記変化の度合いとして、初期状態の満充電容量に対する算出さ
れた実容量の比率である満充電容量維持率を算出し、前記二次電池の初期状態における初
期充電電流値又は初期充電電力値と前記満充電容量維持率に基づいて前記第１充電電流値
又は前記第１充電電力値を設定し、前記二次電池の初期状態における初期充電電流値又は
初期充電電力値と前記満充電容量維持率と前記調整値に基づいて前記第２充電電流値又は
前記第２充電電力値を設定するステップと、
　を備えることを特徴とする二次電池の充電方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リチウムイオン二次電池等の充電技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リチウムイオン電池等の非水電解質二次電池は、エネルギー密度が高く、機器の小型化
や軽量化が可能である特性を備え、各種電子機器の主電源、自動車や航空機等の産業用な
いし運輸用動力源、家庭用の主電源等に幅広く用いられている。
【０００３】
　通常、非水電解質二次電池の充電は、定電流充電を行い、その後に定電圧充電を行って
満充電状態とする。充電電流を大きくすることで充電時間を短縮することができるが、二
次電池の充放電サイクル劣化が大きくなり寿命が低下してしまう。他方、充電電流を小さ
くすることで充放電サイクル劣化を抑制することができるが、充電時間が増大してしまう
。すなわち、充電電流に対し、充電時間と充放電サイクル劣化はトレードオフの関係にあ
る。車両に搭載して主要駆動源とする、あるいは家庭用の主要電力源とする場合等を想定
すると、特に短時間充電が要求されるが、その分だけ寿命が短くなり、リチウムイオン二
次電池が寿命末期に達すると使用可能容量と安全性が急速に低下してしまう。
【０００４】
　下記の特許文献１には、リチウムイオン二次電池の劣化度を検出し、劣化が進んだとき
に設定電圧を低くして満充電することが記載されている。
【０００５】
　特許文献２には、リチウムイオン二次電池の実容量を新品時の容量から減算し、その減
少分と新品時の容量との比を求めて劣化度として、劣化度が大きくなる程、二次電池に与
えるべき充電電圧及び充電電流の少なくとも一方が小さくなるように制御することが記載
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－２２８４９２号公報
【特許文献２】特開２００８－２５２９６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　二次電池の劣化度を検出し、劣化度が大きくなる程、充電電圧や充電電流を小さくなる
ように制御することは有効であるが、単に充電電圧や充電電流を小さくするのでは充電時
間が増大してしまう。すなわち、充電電圧や充電電流を小さく制御する場合において、充
電時間に対する考慮が要求される。
【０００８】
　また、上記のように二次電池が寿命末期に達すると使用可能容量（実容量）と安全性が
急速に低下するため、充電を停止して直ちに二次電池の使用を中止することも考えられる
。しかし、車載用あるいは家庭用電源としての用途では、このように直ちに二次電池の使
用を中止することは著しく困難である。たとえ、二次電池が寿命末期に達した場合でも使
用可能容量や安全性の急速な低下を抑制し、しばらくの時間はその使用を継続できること
が望まれる。
【０００９】
　本発明の目的は、二次電池の劣化が進んだ状態においても、充電時間をできるだけ短縮
して充電できるとともに、寿命末期に達した場合でも直ちに使用を中止するのではなくそ
の使用を継続し得るような充電システム及び方法並びに電池パックを提供することにある
。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の二次電池の充電システムは、二次電池と、前記二次電池を充電する充電器と、
前記二次電池の満充電容量を順次算出する手段と、算出された前記満充電容量から、初期
状態の満充電容量からの変化の度合いを順次算出する手段と、前記二次電池が寿命末期で
あることを検出する検出手段と、前記二次電池が前記寿命末期でない場合に、算出された
前記変化の度合いに基づいて第１充電電流値又は第１充電電力値を設定して前記二次電池
を充電し、前記二次電池が前記寿命末期である場合に、算出された前記変化の度合いに基
づいて設定される、前記第１充電電流値よりも小さい第２充電電流値、又は前記第１充電
電力値よりも小さい第２充電電力値を設定して前記二次電池を充電する充電制御手段とを
備え、前記充電制御手段は、前記二次電池の初期状態における初期充電電流値又は初期充
電電力値と前記変化の度合いに基づいて前記第１充電電流値又は前記第１充電電力値を設
定し、前記二次電池の初期状態における初期充電電流値又は初期充電電力値と前記変化の
度合いと調整値に基づいて前記第２充電電流値又は前記第２充電電力値を設定し、前記充
電制御手段は、前記変化の度合いとして、初期状態の満充電容量に対する算出された実容
量の比率である満充電容量維持率を算出し、前記二次電池の初期状態における初期充電電
流値又は初期充電電力値と前記満充電容量維持率に基づいて前記第１充電電流値又は前記
第１充電電力値を設定し、前記二次電池の初期状態における初期充電電流値又は初期充電
電力値と前記満充電容量維持率と前記調整値に基づいて前記第２充電電流値又は前記第２
充電電力値を設定する。
【００１１】
　また、本発明の電池パックは、二次電池と、前記二次電池の満充電容量を順次算出する
手段と、算出された前記満充電容量から、初期状態の満充電容量からの変化の度合いを順
次算出する手段と、前記二次電池が寿命末期であることを検出する検出手段と、前記二次
電池が前記寿命末期でない場合に、算出された前記変化の度合いに基づいて第１充電電流
値又は第１充電電力値を設定して前記二次電池を充電し、前記二次電池が前記寿命末期で
ある場合に、算出された前記変化の度合いに基づいて設定される、前記第１充電電流値よ
りも小さい第２充電電流値、又は前記第１充電電力値よりも小さい第２充電電力値を設定
して前記二次電池を充電すべく充電器に制御信号を出力する充電制御手段とを備え、前記
充電制御手段は、前記二次電池の初期状態における初期充電電流値又は初期充電電力値と
前記変化の度合いに基づいて前記第１充電電流値又は前記第１充電電力値を設定し、前記
二次電池の初期状態における初期充電電流値又は初期充電電力値と前記変化の度合いと調
整値に基づいて前記第２充電電流値又は前記第２充電電力値を設定し、前記充電制御手段
は、前記変化の度合いとして、初期状態の満充電容量に対する算出された実容量の比率で
ある満充電容量維持率を算出し、前記二次電池の初期状態における初期充電電流値又は初
期充電電力値と前記満充電容量維持率に基づいて前記第１充電電流値又は前記第１充電電
力値を設定し、前記二次電池の初期状態における初期充電電流値又は初期充電電力値と前
記満充電容量維持率と前記調整値に基づいて前記第２充電電流値又は前記第２充電電力値
を設定する。
【００１２】
　また、本発明の二次電池の充電方法は、二次電池の充電方法であって、前記二次電池の
満充電容量を順次算出するステップと、算出された前記満充電容量から、初期状態の満充
電容量からの変化の度合いを順次算出するステップと、前記二次電池が寿命末期であるこ
とを検出するステップと、前記二次電池が前記寿命末期でない場合に、算出された前記変
化の度合いに基づいて第１充電電流値又は第１充電電力値を設定して前記二次電池を充電
し、前記二次電池が前記寿命末期である場合に、算出された前記変化の度合いに基づいて
設定される、前記第１充電電流値よりも小さい第２充電電流値、又は前記第１充電電力値
よりも小さい第２充電電力値を設定して前記二次電池を充電するステップであって、前記
二次電池の初期状態における初期充電電流値又は初期充電電力値と前記変化の度合いに基
づいて前記第１充電電流値又は前記第１充電電力値を設定し、前記二次電池の初期状態に
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おける初期充電電流値又は初期充電電力値と前記変化の度合いと調整値に基づいて前記第
２充電電流値又は前記第２充電電力値を設定し、前記変化の度合いとして、初期状態の満
充電容量に対する算出された実容量の比率である満充電容量維持率を算出し、前記二次電
池の初期状態における初期充電電流値又は初期充電電力値と前記満充電容量維持率に基づ
いて前記第１充電電流値又は前記第１充電電力値を設定し、前記二次電池の初期状態にお
ける初期充電電流値又は初期充電電力値と前記満充電容量維持率と前記調整値に基づいて
前記第２充電電流値又は前記第２充電電力値を設定するステップとを備える。
【発明の効果】
【００１３】
 本発明によれば、充電時間をできるだけ短縮して充電できるとともに、寿命末期に達し
た場合でもその使用を継続することができる。すなわち、本発明によれば急速充電と長寿
命化を両立させ得る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施形態の充電システム構成図である。
【図２】充放電サイクル数と満充電容量との関係を示す図である。
【図３】充放電サイクル数の平方根と満充電容量との関係を示す図である。
【図４】実施形態の制御フローチャート（その１）である。
【図５】実施形態の制御フローチャート（その２）である。
【図６】実施形態の制御フローチャート（その３）である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面に基づき本発明の実施形態について、非水電解質二次電池としてリチウムイ
オン二次電池を例にとり説明する。但し、本発明はこれに限定されるわけではない。
【００１６】
　図１に、本実施形態におけるリチウムイオン二次電池の充電システム構成を示す。
【００１７】
　充電システムは、電池パック１と、電池パック１に電気的に接続される充電器２から構
成される。電池パック１の正極側端子Ｔ１１及び負極側端子Ｔ１３は、それぞれ充電器２
の正極側端子Ｔ２１及び負極側端子Ｔ２３に接続される。また、電池パック１のコネクタ
端子Ｔ１２は、充電器２のコネクタ端子Ｔ２２に接続される。
【００１８】
 ＜電池パック＞
　まず、電池パック１の構成について説明する。
【００１９】
　電池パック１は、リチウムイオン二次電池１４と、制御ＩＣ１８を備える。リチウムイ
オン二次電池１４は、複数のリチウムイオン電池セルが直並列に接続されて構成される。
各セルは、正極活物質、負極活物質、及びセパレータを備えており、正極活物質にはリチ
ウム含有複合酸化物等、負極活物質には黒鉛等、セパレータにはポリプロピレンとポリエ
チレン等が用いられる。
【００２０】
　温度センサ１７は、リチウムイオン二次電池１４の所定位置に設けられ、各セルの温度
を検出して制御ＩＣ１８に供給する。
【００２１】
　電圧検出センサ２０は、リチウムイオン二次電池１４の所定位置に設けられ、各セルの
端子間電圧を検出して制御ＩＣ１８に供給する。
【００２２】
　電流検出抵抗１６は、リチウムイオン二次電池１４の負極側端子に接続され、リチウム
イオン二次電池１４の通電電流を検出して制御ＩＣ１８に供給する。
【００２３】
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　制御ＩＣ１８は、Ａ／Ｄ変換器１９と、充電制御部２１と、通信部２２を備える。
【００２４】
　Ａ／Ｄ変換器１９は、電流検出抵抗１６で検出されたリチウムイオン二次電池１４の電
流データをデジタル値に変換して充電制御部２１に供給する。また、温度センサ１７で検
出されたリチウムイオン二次電池１４の温度データをデジタル値に変換して充電制御部２
１に供給する。また、電圧検出センサ２０で検出されたリチウムイオン二次電池１４の電
圧データをデジタル値に変換して充電制御部２１に供給する。
【００２５】
　充電制御部２１は、Ａ／Ｄ変換器１９から供給された、電流データ、電圧データ、温度
データに基づいて、リチウムイオン二次電池１４の実容量（満充電時の容量）を演算によ
り算出する。また、算出した実容量と、製品出荷直後の初期状態における容量から、満充
電容量維持率を算出する。すなわち、初期状態の満充電時における容量をＱ０、算出され
た実容量をＱとすると、
　満充電容量維持率＝Ｑ／Ｑ０
で定義される。リチウムイオン二次電池１４の劣化が進んでいない場合、満充電容量維持
率は１である。リチウムイオン二次電池１４の劣化が進むと、実容量が低下していくため
、満充電容量維持率も順次１より小さい値に低下していく。すなわち、充電時には、リチ
ウムイオン二次電池１４の正極活物質のリチウムがリチウムイオンとなって負極活物質の
層間に移動する。製品出荷時の初期段階ではリチウムイオンが負極活物質の層間の間に入
って充電が可能である。しかし、充放電サイクルが進むに従って負極活物質の結晶構造が
崩れてリチウムイオンが層間に入り難くなるため実容量が低下する。充電制御部２１は、
算出した満充電容量維持率に基づいて、充電器２に対して出力を要求する充電電流値を演
算し、通信部２２を介して充電器２に制御信号を出力する。
【００２６】
　また、充電制御部２１は、リチウムイオン二次電池１４が寿命末期に達したか否かを判
定し、寿命末期に達したと判定した場合に、これに応じた充電電流値を演算し、通信部２
２を介して充電器２に制御信号を出力する。リチウムイオン二次電池１４が寿命末期に達
したか否かは、例えば実容量の劣化速度に基づいて判定する。
【００２７】
　従って、充電制御部２１は、２種類の制御信号を充電器２に出力する。第１の制御信号
は、リチウムイオン二次電池１４の劣化速度が相対的に小さく、リチウムイオン二次電池
１４が未だ寿命末期に達していない状態での制御信号であり、第２の制御信号は、リチウ
ムイオン二次電池１４の劣化速度が相対的に大きく、リチウムイオン二次電池１４が寿命
末期に達した時点での制御信号である。
【００２８】
　さらに、充電制御部２１は、Ａ／Ｄ変換器１９から供給された各データや、充電器２か
ら受信したデータに基づいてシステムの異常を検出すると、スイッチ素子１２，１３を遮
断してリチウムイオン二次電池１４を保護する。
【００２９】
　充電制御部２１は、具体的にはＣＰＵ及びメモリを備えるマイクロコンピュータで構成
される。マイクロコンピュータのメモリは、プログラムメモリ及びワーキングメモリを含
む。プログラムメモリは、電流データ、電圧データ、温度データに基づいてリチウムイオ
ン二次電池１４の実容量を算出するためのプログラムその他の動作プログラムを記憶する
。また、プログラムメモリは、リチウムイオン二次電池１４が寿命末期に達したか否かを
判定するためのしきい値を記憶する。
【００３０】
 ＜充電器＞
　次に、充電器２の構成について説明する。
【００３１】
　充電器２は、制御ＩＣ３０と、充電電流供給回路３３と、表示パネル３４を備える。
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【００３２】
　制御ＩＣ３０は、制御部３１と、通信部３２を備える。通信部３２は、電池パック１の
通信部２２を介して供給された制御信号を受信し、制御部３１に供給する。制御部３１は
、通信部３２を介して受信した制御信号に基づき、充電電流供給回路３３を制御する。ま
た、必要に応じ、表示パネル３４に電池パック１の充電状態を表示する。充電電流供給回
路３３は、制御部３１からの信号に基づき、電池パック１を充電する際の充電電流を増減
調整する。
【００３３】
　すなわち、制御部３１は、電池パック１の充電制御部２１から供給される、第１の制御
信号及び第２の制御信号を受信し、第１の制御信号に応じて第１の充電電流を設定すると
ともに、第２の制御信号に応じて第２の充電電流を設定する。ここで、第１の充電電流＞
第２の充電電流である。第１の充電電流は、満充電容量維持率に基づいて設定される。ま
た、第２の充電電流も、満充電容量維持率に基づいて設定されるが、リチウムイオン二次
電池１４の寿命末期に達したことを考慮して、満充電容量維持率を下方変更した値に基づ
いて設定される。従って、第２の充電電流は、満充電容量維持率に基づいて設定される第
１の充電電流よりも小さくなる。
【００３４】
 ＜充電電流の制御＞
　次に、本実施形態における充電電流の制御方法について、より詳細に説明する。
【００３５】
　図２に、充放電サイクル数と満充電容量との関係を示す。リチウムイオン二次電池１４
は、充放電サイクルが進むに伴って満充電容量が徐々に低下していく。図において、グラ
フ７０は満充電容量の変化を示す。図において、ａ点において満充電容量は急激に、ある
いは不連続的に低下している。このａ点においてリチウムイオン二次電池１４は寿命末期
に達しているといえる。
【００３６】
　充電制御部２１は、所定の制御タイミングにおいて、リチウムイオン二次電池１４の満
充電容量、つまり実容量を算出する。図において、黒丸１００は順次算出される満充電容
量を示す。また、階段状に変化する実線２００は、順次算出される満充電容量に基づいて
算出される充電電流値を示す。具体的には、充電制御部２１は、算出した満充電容量と初
期の満充電容量から満充電容量維持率を算出し、この満充電容量維持率を用いて、
　充電電流値＝初期充電電流値×満充電容量維持率　　　・・・（１）
により充電電流値を算出する。初期の充電電流値は、製品出荷直後の充電電流値であり、
未だ劣化していない時点での充電電流値である。なお、リチウムイオン二次電池１４を充
電する際には、一般には定電流充電を行い、その後に定電圧充電を行って過電圧を防止す
るが、このようにして算出される充電電流値は、定電流充電における充電電流値である。
もちろん、定電流充電のみでリチウムイオン二次電池１４を充電する場合にも同様に適用
することができる。
【００３７】
　充電電流値は、満充電容量維持率に応じて設定される。このことは、その時点での満充
電容量に応じて設定される最大充電電流に設定されることを意味する。すなわち、初期の
充電電流値は充電時間を短縮すべくできるだけ高い値に設定されるが、その後に算出され
る充電電流値は、この初期の充電電流値を満充電容量が変化した比率に応じて減少させる
ものであり、その時点の満充電容量に対して充電時間を短縮できる充電電流といえる。以
下、この充電電流を第１充電電流と称する。
【００３８】
　他方、充放電サイクル数が進むと、ａ点においてリチウムイオン二次電池１４は寿命末
期に達し、満充電容量が急激に低下していくが、この以後も式（１）に従って充電電流値
を算出して充電したのでは、リチウムイオン二次電池１４の劣化がさらに進んでしまう。
【００３９】
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　そこで、充電制御部２１は、リチウムイオン二次電池１４がａ点に達したことを検出し
た場合に、式（１）で算出される充電電流値よりも小さい充電電流値を算出する。具体的
には、充電制御部２１は、満充電容量維持率を調整値αで下方変更し、
　充電電流値＝初期充電電流値×（満充電容量維持率－α）　・・・（２）
により充電電流値を算出する。
【００４０】
　式（２）を変形すると、
　充電電流値＝初期充電電流値×（満充電容量維持率－α）
　　　　　　＝第１充電電流値－初期充電電流値×α　　　・・・（３）
となる。式（２）で算出される充電電流を第２充電電流と称すると、第２充電電流は、第
１充電電流よりも所定量だけ下方変更された充電電流である。ａ点以後は、このように下
方変更して得られた第２充電電流でリチウムイオン二次電池１４を充電することで、寿命
末期に達したリチウムイオン二次電池１４の劣化がさらに進むことを抑制し、継続的使用
を可能とする。
【００４１】
　図において、ａ点以後の充電電流（第２充電電流）を実線２０２で示す。また、第２充
電電流で充電した場合の満充電容量の変化をグラフ８０で示す。グラフ７０とグラフ８０
を比較すれば、ａ点以後において充電電流を小さく設定することで、リチウムイオン二次
電池１４の満充電容量の急速な低下が抑制されることがわかる。
【００４２】
　なお、第２充電電流も、式（２）、（３）に示されるようにその時点の満充電容量維持
率に応じて算出されるから、その時点の満充電容量を考慮せずに必要以上に低い値に設定
されることはなく、従って必要以上に充電時間を増大させることもない。調整値αは、任
意に設定できるが、充電時間の増大を考慮して適当な値に設定することが望ましく、例え
ば０．１等に設定する。
【００４３】
　図３に、充放電サイクル数の平方根と満充電容量との関係を示す。リチウムイオン二次
電池１４の満充電容量は、充放電サイクル数の平方根に対してほぼリニアに減少していく
が、ａ点で示す寿命末期に達すると、急激に低下するためリニアな減少傾向から外れてい
く。充電制御部２１は、このような満充電容量の急激な変化を検出することで、リチウム
イオン二次電池１４が寿命末期に達したことを検出して、充電電流を第１充電電流から第
２充電電流に切り替えて充電を制御する。
【００４４】
　図４～図６に、本実施形態における充電制御フローチャートを示す。
【００４５】
　まず、図４において、充電制御部２１は、所定の制御タイミングでリチウムイオン二次
電池１４の満充電容量を算出する（Ｓ１０１）。満充電容量の算出は公知の方法を用いる
ことができるが、例えば、満充電状態から放電終了電圧までの連続放電時における放電電
流値を積算することで算出できる。
【００４６】
　次に、充電制御部２１は、満充電容量の劣化速度を算出する（Ｓ１０２）。具体的には
、１制御周期前に算出した満充電容量と今回算出した満充電容量との差分を算出し、ｖ＝
ｄＱ／ｄｔにより劣化速度を算出する。ここに、ｄＱは満充電容量の差分値、ｄｔは制御
周期である。充電制御部２１は、算出した劣化速度を予めメモリに記憶されたしきい値と
大小比較し、劣化速度がしきい値以下であるが否かを判定する。
【００４７】
　しきい値以下であれば劣化速度は相対的に小さいとして、充電制御部２１は、満充電容
量維持率を算出する（Ｓ１０３）。そして、算出した満充電容量維持率を用いて、式(１)
により充電電流を算出する（Ｓ１０４）。この充電電流は第１充電電流であり、上記のよ
うに充電時間を短縮できる最大許容充電電流である。また、これは最大許容電力値という
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こともできる。充電制御部２１は、算出した第１充電電流値を含む制御信号を充電器２に
供給する。充電器２の制御部３１は、制御信号に基づいて充電電流供給回路３３を制御し
て充電電流を第１充電電流に制御して電池パック１に供給し、リチウムイオン二次電池１
４を充電する。
【００４８】
　他方、劣化速度がしきい値を超える場合には劣化速度は相対的に大きいとして、図５に
示す処理に移行する。
【００４９】
　図５において、まず、充電制御部２１は、満充電容量維持率を算出する（Ｓ２０１）。
そして、満充電容量維持率を予めメモリに記憶されたしきい値と大小比較し、満充電容量
がしきい値以下であるか否かを判定する。この判定は、図４に示すＳ１０２で劣化速度が
相対的に大きいと判定された場合、通常はリチウムイオン二次電池１４は寿命末期に達し
たものと判定できるが、未だ寿命末期に達していないにもかかわらず何らかの不具合によ
り突発的に劣化速度が大きく低下する場合もあり、両者を識別するためである。満充電容
量維持率のしきい値は、例えば０．３等とすることができる。
【００５０】
　満充電容量維持率がしきい値を超える場合、満充電容量は相対的に大きく、未だ寿命末
期に達していない、つまり劣化速度が突発的に低下したものとみなし、式（１）により充
電電流を算出する（Ｓ２０２）。この充電電流も第１充電電流である。充電制御部２１は
、算出した第１充電電流値を含む制御信号を充電器２に供給する。充電器２の制御部３１
は、制御信号に基づいて充電電流供給回路３３を制御して充電電流を第１充電電流に制御
して電池パック１に供給し、リチウムイオン二次電池１４を充電する。
【００５１】
　次に、充電制御部２１は、所定の制御タイミングで満充電容量を算出し（Ｓ２０３）、
再び満充電容量維持率を算出してしきい値と大小比較する（Ｓ２０４）。満充電容量維持
率がしきいを超える場合には、Ｓ２０２以降の処理を繰り返して突発的な劣化速度の低下
に対処する。満充電容量維持率がしきい値以下であれば、リチウムイオン二次電池１４が
寿命末期に達したとして制御信号を充電器２に出力するとともに図６の処理に移行する。
【００５２】
　また、Ｓ２０１で満充電容量維持率がしきい値以下と判定された場合も、充電制御部２
１は、リチウムイオン二次電池１４が寿命末期に達したとして制御信号を充電器２に出力
するとともに図６の処理に移行する。
【００５３】
　図６において、充電器２の制御部３１は、充電制御部２１からの制御信号を受信し、表
示パネル３４に所定の寿命末期アラートを表示する（Ｓ３０１）。例えば、ＬＥＤを点滅
させる、赤色ＬＥＤを点灯する、「寿命です」等のメッセージを表示する等である。ユー
ザは、表示パネル３４の寿命末期アラートを視認することで、リチウムイオン二次電池１
４が寿命に達したことを知ることができる。表示パネル３４での表示に代えて、あるいは
これとともに音声等により報知してもよい。
【００５４】
　次に、充電制御部２１は、図５のＳ２０４で算出した満充電容量維持率を用い、式（２
）により充電電流を算出する。この充電電流は、第２充電電流であって、第１充電電流よ
りも下方変更された充電電流である。充電制御部２１は、算出した第２充電電流値を含む
制御信号を充電器２に供給する。充電器２の制御部３１は、制御信号に基づいて充電電流
供給回路３３を制御して充電電流を第２充電電流に制御して電池パック１に供給し、リチ
ウムイオン二次電池１４を充電する（Ｓ３０２）。
【００５５】
　次に、充電制御部２１は、必要に応じ、充電時に設定してある上限電圧値を減少させる
（Ｓ３０３）。そして、再び所定の制御タイミングで満充電容量を算出し（Ｓ３０４）、
満充電容量維持率を算出して（Ｓ３０５）、式（２）により充電電流を算出する（Ｓ３０
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６）。充電制御部２１は、算出した第２充電電流値を含む制御信号を充電器２に供給する
。充電器２の制御部３１は、制御信号に基づいて充電電流供給回路３３を制御して充電電
流を第２充電電流に制御して電池パック１に供給し、リチウムイオン二次電池１４を充電
する。Ｓ３０２の処理により第２充電電流を算出して充電電流を小さく設定するため、寿
命末期に達していても劣化の進行を抑制してリチウムイオン二次電池１４を継続して使用
することが可能であるが、Ｓ３０３で上限電圧値をさらに制限することで、より確実にリ
チウムイオン二次電池１４の継続使用を担保できる。
【００５６】
　その後、充電制御部２１は、Ｓ３０４～Ｓ３０６の処理を繰り返すが、例えば満充電容
量が所定の下限しきい値に達した場合、これ以上の継続使用は不可能と判定し、充電器２
に制御信号を供給して充電を停止する。また、制御部３１は、充電制御部２１からの制御
信号に応じ、使用不可である旨を表示パネル３４に表示する。
【００５７】
　以上説明したように、本実施形態では、充電時間をできるだけ短縮して充電できるとと
もに、寿命末期に達した場合でもその使用を継続することができる。すなわち、リチウム
イオン二次電池１４の長寿命化と急速充電を両立することが可能である。本実施形態では
、満充電容量維持率を順次算出し、これを用いて充電電流値を順次再設定していくので、
従来の定電流充電とは本質的に相違することは明らかであろう。また、順次算出される満
充電容量維持率に基づいて充電電流値を再設定するため、充電電流をその時点の満充電容
量に応じて順次調整していく機能、言い換えれば充電電流の妥当性を自己診断する機能を
有しているといえる。また、リチウムイオン二次電池１４が寿命末期に達した場合に第２
充電電流に設定して充電するが、これはリチウムイオン二次電池１４が寿命末期に達した
ため緊急避難的に特別の充電電流で充電することでリチウムイオン二次電池１４の使用を
可能とするといえる。この場合において、特別の充電電流も、満充電容量維持率に基づい
て順次設定される点に留意されたい。
【００５８】
 ＜その他の実施形態＞
　本実施形態では、図５のＳ２０２で式（１）を用いて充電電流を算出しているが、これ
に代えて、式（２）を用いて充電電流を算出してもよい。すなわち、突発的な劣化速度の
低下であっても、寿命末期に達した時点と同様に式（２）により第２充電電流を算出して
第２充電電流により充電してもよい。
【００５９】
　また、図５のＳ２０２で式（２）を用いて充電電流を算出する場合、Ｓ２０４の後に、
再び劣化速度をしきい値と大小比較し、劣化速度がしきい値以下である場合には、再び図
４のＳ１０４の処理に戻り、それ以後は再び式（１）を用いて第１充電電流を算出し、第
１充電電流により充電してもよい。その理由は、リチウムイオン二次電池１４が未だ寿命
末期に達していない場合には、充電時間の短縮を考慮して充電するためである。
【００６０】
　また、本実施形態では、式（２）により第２充電電流を算出しているが、他の式によっ
て第２充電電流を算出してもよい。例えば、βを調整値として、
　第２充電電流値＝初期充電電流値×満充電容量維持率×β　　　・・・（４）
により算出してもよい。ここで、０＜β＜１である。式（１）についても同様であり、他
の式によって充電電流値を算出してもよい。式（１）あるいは式（２）は単なる例示であ
り、本発明はこれらの式に限定されるものではない。
【００６１】
　また、本実施形態では、劣化の速度がしきい値を超え、かつ、満充電容量維持率がしき
い値以下である場合に、リチウムイオン二次電池１４が寿命末期であることを検出してい
るが、図５の処理を省略し、図４のＳ１０２で劣化速度が大きいと判定された場合に、直
ちに図６の処理に移行することも可能である。この場合、劣化の速度がしきい値を超えた
ときにリチウムイオン二次電池１４が寿命末期であると検出するといえる。
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【００６２】
　また、本実施形態において、劣化の速度がしきい値を超える場合に寿命末期と検出して
いるが、単に、満充電容量がしきい値以下である場合に寿命末期と検出してもよい。本発
明における「寿命末期」とは、一般的には、満充電容量が通常よりも著しく低下し、リチ
ウムイオン二次電池１４の使用に支障が生じ得るタイミングと定義し得る。寿命末期は固
定的なタイミングである必要はなく、リチウムイオン二次電池１４の用途に応じて適宜決
定されるタイミングであってもよい。例えば、車載用のリチウムイオン二次電池１４にお
いて、満充電容量が製品出荷直後の初期状態の５０％となった時点で寿命末期とする等で
ある。
【００６３】
　また、本実施形態では、満充電容量を用いているが、これに代えて満充電時のリチウム
イオン二次電池１４の端子間電圧を用いてもよく、満充電容量維持率に代えて満充電端子
間電圧維持率を用いればよい。本発明は、端子間電圧の使用を排除するものではない。
【００６４】
　また、本実施形態では、充電電流の制御方法として充電電流値を制御しているが、これ
に代えて充電電力値を用いてもよく、式（１）あるいは式（２）における充電電流値と初
期充電電流値に代えて充電電力値と初期充電電力値を用いればよい。
【符号の説明】
【００６５】
　１　電池パック、２　充電器、１４　リチウムイオン二次電池、２１　充電制御部、３
１　制御部、３３　充電電流供給回路。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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