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(57)【要約】
　本発明は、端末用充電システム、充電方法及び電源ア
ダプタを開示し、充電システムは、電源アダプタと端末
を含み、電源アダプタは、第一の整流手段、スイッチン
グ手段、トランス、第二の整流手段、第一の充電インタ
フェース、サンプリング手段及び制御手段を含み、制御
手段は、制御信号をスイッチング手段に出力し、サンプ
リング手段がサンプリングした電圧サンプリング値及び
／又は電流サンプリング値に基づいて、制御信号のデュ
ーティ比を調節し、第二の整流手段が出力した第三の脈
動波形の電圧に充電の要求を満たさせ、端末は、第二の
充電インタフェースと電池を含み、第二の充電インタフ
ェースが電池に接続され、第二の充電インタフェースが
第一の充電インタフェースに接続される時に、第二の充
電インタフェースが第三の脈動波形の電圧を電池に印加
する。電源アダプタが出力した脈動波形の電圧を電池に
直接印加でき、電源アダプタが小型化し、コストが低く
、電池の使用寿命が向上することを実現できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源アダプタと端末を含み、
　前記電源アダプタは、
　充電の過程において、入力された交流電流を整流し第一の脈動波形の電圧を出力する第
一の整流手段と、
　１次が２次に結合される電圧を整流する第二の整流手段と、を含み、
　前記第二の整流手段が整流して出力した電流の波形と前記第一の脈動波形とは、周期が
同一であり、或いは、前記第二の整流手段が整流して出力した電流の波形の包絡は、前記
第一の脈動波形の周期と同一であり、
　前記端末は、前記電源アダプタの出力電圧に基づいて前記端末内の電池を充電する
　ことを特徴とする端末用充電システム。
【請求項２】
　前記電源アダプタは、
　制御信号に基づいて前記第一の脈動波形の電圧を変調するためのスイッチング手段と、
　変調された前記第一の脈動波形の電圧に基づいて第二の脈動波形の電圧を出力するため
のトランスと、をさらに含み
　前記第二の整流手段は、前記第二の脈動波形の電圧を整流し第三の脈動波形の電圧を出
力するためのものである
　ことを特徴とする請求項１に記載の端末用充電システム。
【請求項３】
　前記電源アダプタは、
　前記第二の整流手段に接続される第一の充電インタフェースと、
　前記第二の整流手段が出力した電圧及び／又は電流をサンプリングし、電圧サンプリン
グ値及び／又は電流サンプリング値を取得するためのサンプリング手段と、
　前記サンプリング手段と前記スイッチング手段にそれぞれ接続され、前記制御信号を前
記スイッチング手段に出力し、前記電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値に
基づいて前記第三の脈動波形の電圧が充電の要求を満たすように前記制御信号のデューテ
ィ比を調節する制御手段をさらに含み
　前記端末は、第二の充電インタフェースと電池とを含み、前記第二の充電インタフェー
スが前記電池に接続され、前記第二の充電インタフェースが前記第一の充電インタフェー
スに接続される時に、前記第二の充電インタフェースが前記第三の脈動波形の電圧を前記
電池に印加する
　ことを特徴とする請求項２に記載の端末用充電システム。
【請求項４】
　前記制御手段は、さらに、前記電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値に基
づいて前記制御信号の周波数を調節する
　ことを特徴とする請求項３に記載の端末用充電システム。
【請求項５】
　前記制御手段が前記第一の充電インタフェースに接続され、前記制御手段は、さらに、
前記第一の充電インタフェースを介して前記端末に通信し、前記端末の状態情報を取得す
るためのものである
　ことを特徴とする請求項３に記載の端末用充電システム。
【請求項６】
　前記制御手段は、さらに、前記端末の状態情報、前記電圧サンプリング値及び／又は前
記電流サンプリング値に基づいて前記制御信号のデューティ比を調節するためのものであ
る
　ことを特徴とする請求項５に記載の端末用充電システム。
【請求項７】
　前記電源アダプタは、
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　前記スイッチング手段と前記制御手段との間に接続され、前記制御信号に基づいて前記
スイッチング手段のオン・オフを駆動するための駆動手段をさらに含む
　ことを特徴とする請求項３に記載の端末用充電システム。
【請求項８】
　前記電源アダプタは、前記駆動手段と前記制御手段との間に接続される遮断手段をさら
に含む
　ことを特徴とする請求項７に記載の端末用充電システム。
【請求項９】
　前記電源アダプタは、
　変調された第一の脈動波形の電圧に基づいて第四の脈動波形の電圧を生成する補助巻線
と、
　前記補助巻線に接続され、前記第四の脈動波形の電圧を変換し直流電流を出力し前記駆
動手段及び／又は前記制御手段にそれぞれ電力を供給するための電力供給手段をさらに含
む
　ことを特徴とする請求項７に記載の端末用充電システム。
【請求項１０】
　前記電源アダプタは、前記補助巻線と前記制御手段にそれぞれ接続され、前記第四の脈
動波形の電圧を検出し電圧検出値を生成するための前記第一の電圧検出手段をさらに含み
、
　前記制御手段、さらに、前記電圧検出値に基づいて前記制御信号のデューティ比を調節
するためのものである
　ことを特徴とする請求項９に記載の端末用充電システム。
【請求項１１】
　前記トランスの動作周波数は、５０ＫＨｚ－２ＭＨｚである
　ことを特徴とする請求項３に記載の端末用充電システム。
【請求項１２】
　前記サンプリング手段は、
　前記第二の整流手段が出力した電流をサンプリングし、前記電流サンプリング値を取得
するための第一の電流サンプリング回路と、
　前記第二の整流手段が出力した電圧をサンプリングし、前記電圧サンプリング値を取得
するための第一の電圧サンプリング回路と、を含む
　ことを特徴とする請求項３に記載の端末用充電システム。
【請求項１３】
　前記第一の電圧サンプリング回路は、
　前記第三の脈動波形の電圧のピーク電圧をサンプリングし、保持するためのピーク電圧
サンプリング保持手段と
　前記第三の脈動波形の電圧のゼロクロス点をサンプリングするためのゼロクロスサンプ
リング手段と、
　前記ゼロクロス点時に前記ピーク電圧サンプリング保持手段をリリースアウトするため
のリリースアウト手段と、
　前記ピーク電圧サンプリング保持手段中のピーク電圧をサンプリングし、前記電圧サン
プリング値を取得するためのＡＤサンプリング手段を含む
　ことを特徴とする請求項１２に記載の端末用充電システム。
【請求項１４】
　前記電源アダプタは、前記第一の脈動波形の電圧をサンプリングするための第二の電圧
サンプリング回路をさらに含み、
　前記第二の電圧サンプリング回路が前記制御手段に接続され、
　前記制御手段は、前記第二の電圧サンプリング回路がサンプリングした電圧値が第一の
所定電圧値よりも大きい時に、前記スイッチング手段を第一の所定時間オンさせ放電動作
を行わせるように制御する
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　ことを特徴とする請求項３乃至１３のいずれか一つに記載の端末用充電システム。
【請求項１５】
　前記第一の充電インタフェースは、
　前記電池を充電するための電源線と、
　前記端末と通信するためのデータ線とを含む
　ことを特徴とする請求項３に記載の端末用充電システム。
【請求項１６】
　前記制御手段は、前記第一の充電インタフェースを介して前記端末と通信し充電モード
を特定し、
　前記充電モードは、急速充電モードと普通充電モードを含む
　ことを特徴とする請求項１５に記載の端末用充電システム。
【請求項１７】
　前記電源アダプタは、直列接続される制御可能スイッチとフィルタ手段をさらに含み、
　前記直列接続される制御可能スイッチとフィルタ手段は、前記第二の整流手段の第一の
出力端に接続され、
　前記制御手段は、さらに、前記充電モードを普通充電モードとして特定した時に、前記
制御可能スイッチをオンに制御し、及び、前記充電モードを急速充電モードとして特定し
た時に、前記制御可能スイッチをオフに制御するためのものである
　ことを特徴とする請求項１６に記載の端末用充電システム。
【請求項１８】
　前記制御手段は、前記充電モードを急速充電モードとして特定した時に前記端末の状態
情報に基づいて前記急速充電モードに対応する充電電流及び／又は充電電圧を取得し、前
記急速充電モードに対応する充電電流及び／又は充電電圧に基づいて前記制御信号のデュ
ーティ比を調節するためのものである
　ことを特徴とする請求項１６に記載の端末用充電システム。
【請求項１９】
　前記端末の状態情報は、前記電池の温度を含み、
　前記電池の温度が第一の予め設定された温度しきい値よりも大きい、又は、前記電池の
温度が第二の予め設定された温度しきい値よりも小さい時に、現在の充電モードが急速充
電モードであると、急速充電モードを普通充電モードに切り替え、
　前記第一の予め設定された温度しきい値が前記第二の予め設定された温度しきい値より
も大きい
　ことを特徴とする請求項１８に記載の端末用充電システム。
【請求項２０】
　前記制御手段は、さらに、前記電池の温度が予め設定された高温保護しきい値よりも大
きい時に前記スイッチング手段をオフに制御するためのものである
　ことを特徴とする請求項１９に記載の端末用充電システム。
【請求項２１】
　前記制御手段は、さらに、前記電圧サンプリング値が第二の所定電圧値よりも大きい時
に、前記スイッチング手段をオフに制御するためのものである
　ことを特徴とする請求項３に記載の端末用充電システム。
【請求項２２】
　前記制御手段は、さらに、電流サンプリング値が予め設定された電流値よりも大きい時
に、前記スイッチング手段をオフに制御するためのものである
　ことを特徴とする請求項３に記載の端末用充電システム。
【請求項２３】
　前記端末は、携帯端末、携帯電源、メディアプレーヤー、ノートパソコン、或いは、ウ
ェアラブルデバイスである
　ことを特徴とする請求項３に記載の端末用充電システム。
【請求項２４】
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　前記端末の状態情報は、前記電池の電力量、前記電池の温度、前記端末の電圧／電流、
前記端末のインタフェース情報、前記端末の回路インピーダンスの情報を含む
　ことを特徴とする請求項５に記載の端末用充電システム。
【請求項２５】
　前記端末は、充電制御スイッチとコントローラーをさらに含み、前記充電制御スイッチ
は、前記第二の充電インタフェースと前記電池との間に接続され、
　前記充電制御スイッチは、前記コントローラーの制御により、前記電池の充電過程をオ
フ又はオンにするためのものである
　ことを特徴とする請求項１８に記載の端末用充電システム。
【請求項２６】
　前記端末通信手段をさらに含み、
　前記通信手段は、前記第二の充電インタフェースと前記第一の充電インタフェースを介
して前記コントローラーと前記制御手段との間の双方向通信を行うためのものである
　ことを特徴とする請求項２５に記載の端末用充電システム。
【請求項２７】
　前記制御手段は、前記第一の充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向
通信し前記急速充電モードを特定して前記端末を充電する時に、
　前記制御手段は、前記端末が前記急速充電モードを開始するかどうかを問い合わせるた
めの第一のコマンドを前記端末に送信し、
　前記制御手段は、前記端末から前記端末が前記急速充電モードの開始を許可する旨を示
すための前記第一のコマンドの応答コマンドを受信する
　ことを特徴とする請求項１６に記載の端末用充電システム。
【請求項２８】
　前記制御手段が前記端末に前記第一のコマンドを送信する前に、前記電源アダプタと前
記端末との間で、前記普通充電モードで充電され、前記制御手段は、前記普通充電モード
での充電時間が予め設定されたしきい値よりも大きいと特定した後に、前記端末に前記第
一のコマンドを送信する
　ことを特徴とする請求項２７に記載の端末用充電システム。
【請求項２９】
　前記制御手段は、さらに、前記スイッチング手段を制御することにより、前記電源アダ
プタに充電電流を前記急速充電モードに対応する充電電流に調整させるように制御するも
のであり、
　前記電源アダプタが前記急速充電モードに対応する充電電流により前記端末を充電する
前に、前記制御手段は、前記第一の充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双
方向通信し、前記急速充電モードに対応する充電電圧を特定し、前記電源アダプタに充電
電圧を前記急速充電モードに対応する充電電圧に調整するように制御する
　ことを特徴とする請求項２７に記載の端末用充電システム。
【請求項３０】
　前記制御手段は、前記第一の充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向
通信し、前記急速充電モードに対応する充電電圧を特定する時に、
　前記制御手段は、前記電源アダプタの現在出力電圧を前記急速充電モードの充電電圧と
して適当であるかどうかを問い合わせるための第二のコマンドを前記端末に送信し、
　前記制御手段は、前記端末が送信した、前記電源アダプタの現在出力電圧が適当である
か、高いか又は低いかを示すための前記第二のコマンドの応答コマンドを受信し、
　前記制御手段は、前記第二のコマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モード
の充電電圧を特定する
　ことを特徴とする請求項２９に記載の端末用充電システム。
【請求項３１】
　前記制御手段は、前記電源アダプタに充電電流を前記急速充電モードに対応する充電電
流に調整させるように制御する前に、さらに、前記第一の充電インタフェースのデータ線
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を介して前記端末と双方向通信し、前記急速充電モードに対応する充電電流を特定する
　ことを特徴とする請求項２９に記載の端末用充電システム。
【請求項３２】
　前記制御手段は、前記第一の充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向
通信し、前記急速充電モードに対応する充電電流を特定する時に、
　前記制御手段は、前記端末が現在許容する最大充電電流を問い合わせるための第三のコ
マンドを前記端末に送信し、
　前記制御手段は、前記端末が送信した、前記端末が現在許容する最大充電電流を示すた
めの前記第三のコマンドの応答コマンドを受信し、
　前記制御手段は、前記第三のコマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モード
の充電電流を特定する
　ことを特徴とする請求項３１に記載の端末用充電システム。
【請求項３３】
　前記電源アダプタが前記急速充電モードで前記端末を充電する過程に、前記制御手段は
、さらに、前記第一の充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信し、
前記スイッチング手段を制御することにより、前記電源アダプタが電池に出力した充電電
流を継続して調整する
　ことを特徴とする請求項２７に記載の端末用充電システム。
【請求項３４】
　前記制御手段は、前記第一の充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向
通信し、前記スイッチング手段制御することにより、前記電源アダプタが電池に出力した
充電電流を継続して調整する時に、
　前記制御手段は、前記端末内の電池の現在電圧を問い合わせるための第四のコマンドを
前記端末に送信し、
　前記制御手段は、前記端末が送信した、前記端末内の電池の現在電圧を示すための前記
第四のコマンドの応答コマンドを受信し、
　前記制御手段は、前記電池の現在電圧に基づいて、前記スイッチング手段を制御するこ
とにより前記充電電流を調整する
　ことを特徴とする請求項３３に記載の端末用充電システム。
【請求項３５】
　前記制御手段は、前記電池の現在電圧、及び、予め設定された電池電圧値と充電電流値
との対応関係に基づいて、前記スイッチング手段を制御することにより、前記電源アダプ
タが電池に出力した充電電流を前記電池の現在電圧に対応する充電電流値に調整する
　ことを特徴とする請求項３４に記載の端末用充電システム。
【請求項３６】
　前記電源アダプタは、前記急速充電モードで前記端末を充電する過程において、前記制
御手段は、さらに、前記第一の充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向
通信し、前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触不
良があるかどうかを特定し、
　前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触不良があ
ると特定した時に、前記制御手段は、前記電源アダプタに前記急速充電モードを停止させ
るように制御する
　ことを特徴とする請求項３３に記載の端末用充電システム。
【請求項３７】
　前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触不良があ
るかどうかを特定する前に、前記制御手段は、前記端末から前記端末の回路インピーダン
スを示すための情報を受信するためのものであり、
　前記制御手段は、前記端末内の電池の電圧を問い合わせるための第四のコマンドを前記
端末に送信し、
　前記制御手段は、前記端末が送信した、前記端末内の電池の電圧を示すための前記第四
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のコマンドの応答コマンドを受信し、
　前記制御手段は、前記電源アダプタの出力電圧と前記電池の電圧に基づいて、前記電源
アダプタから前記電池までの回路インピーダンスを特定し、
　前記制御手段は、前記電源アダプタから前記電池までの回路インピーダンス、前記端末
の回路インピーダンス、及び、前記電源アダプタと前記端末との間の充電線線路の回路イ
ンピーダンスに基づいて、前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェー
スとの間に接触不良があるかどうかを特定する
　ことを特徴とする請求項３６に記載の端末用充電システム。
【請求項３８】
　前記電源アダプタが前記急速充電モードを停止する前に、前記制御手段は、さらに、前
記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触不良がある旨
を示すための第五のコマンドを前記端末に送信する
　ことを特徴とする請求項３６に記載の端末用充電システム。
【請求項３９】
　前記端末は、普通充電モードと急速充電モードを含み、
　前記急速充電モードの充電電流が前記普通充電モードの充電電流よりも大きい、前記コ
ントローラーは、前記制御手段と双方向通信し前記電源アダプタに前記急速充電モードで
前記端末を充電させ、前記電源アダプタに前記急速充電モードに対応する充電電流に従っ
て出力させるように前記制御手段が制御し、前記端末内の電池を充電する
　ことを特徴とする請求項２６に記載の端末用充電システム。
【請求項４０】
　前記コントローラーは、前記制御手段が送信した、前記端末が前記急速充電モードを開
始するかどうか問い合わせるための第一のコマンドを受信し、
　前記コントローラーは、前記端末が前記急速充電モードの開始を許可する旨を示すため
の前記第一のコマンドの応答コマンドを前記制御手段に送信する
　ことを特徴とする請求項３９に記載の端末用充電システム。
【請求項４１】
　前記コントローラーは、前記制御手段が送信した第一のコマンドを受信する前に、前記
端末と前記電源アダプタとの間に前記普通充電モードで充電され、前記制御手段は、前記
普通充電モードの充電時間が予め設定されたしきい値よりも大きいと特定した後に、前記
コントローラーが前記制御手段から送信された前記第一のコマンドを受信する
　ことを特徴とする請求項４０に記載の端末用充電システム。
【請求項４２】
　前記電源アダプタが前記急速充電モードに対応する充電電流に従って出力し、前記端末
内の電池を充電する前に、前記コントローラーが前記制御手段と双方向通信し、前記電源
アダプタが前記急速充電モードに対応する充電電圧を特定する
　ことを特徴とする請求項３９に記載の端末用充電システム。
【請求項４３】
　前記コントローラーは、前記制御手段が送信した、前記電源アダプタの現在出力電圧を
前記急速充電モードの充電電圧として適当であるかどうかを問い合わせるための第二のコ
マンドを受信し、
　前記コントローラーは、前記電源アダプタの現在出力電圧が適当であるか、高いか又は
低いかを示すための前記第二のコマンドの応答コマンドを前記制御手段に送信する
　ことを特徴とする請求項４２に記載の端末用充電システム。
【請求項４４】
　前記コントローラーは、前記制御手段と双方向通信し、前記電源アダプタが前記急速充
電モードに対応する充電電流を特定する
　ことを特徴とする請求項４２に記載の端末用充電システム。
【請求項４５】
　前記コントローラーは、前記制御手段が送信した、前記端末が現在許容する最大充電電
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流を問い合わせるための第三のコマンドを受信し、
　前記コントローラーは、前記端末が現在許容する最大充電電流を示すための前記第三の
コマンドの応答コマンドを前記制御手段に送信し、前記電源アダプタが前記最大充電電流
に基づいて前記急速充電モードに対応する充電電流を特定する
　ことを特徴とする請求項４４に記載の端末用充電システム。
【請求項４６】
　前記電源アダプタが前記急速充電モードで前記端末を充電する過程において、前記コン
トローラーが前記制御手段と双方向通信し、前記電源アダプタに前記電源アダプタが電池
に出力した充電電流を継続して調整させる
　ことを特徴とする請求項４０に記載の端末用充電システム。
【請求項４７】
　前記コントローラーは、前記制御手段が送信した、前記端末内の電池の現在電圧を問い
合わせるための第四のコマンドを受信し、
　前記コントローラーは、前記端末内の電池の現在電圧を示すための前記第四のコマンド
の応答コマンドを前記制御手段に送信し、前記電源アダプタが前記電池の現在電圧に基づ
いて、前記電源アダプタが電池に出力した充電電流を継続して調整する
　ことを特徴とする請求項４０に記載の端末用充電システム。
【請求項４８】
　前記電源アダプタが前記急速充電モードで前記端末を充電する過程において、前記コン
トローラーは、前記制御手段と双方向通信し、前記電源アダプタが前記第一の充電インタ
フェースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触不良があるかどうかを特定する
　ことを特徴とする請求項４２に記載の端末用充電システム。
【請求項４９】
　前記コントローラーは、前記制御手段が送信した、前記端末内の電池の現在電圧を問い
合わせるための第四のコマンドを受信し、
　前記コントローラーは、前記端末内の電池の現在電圧を示すための前記第四のコマンド
の応答コマンドを前記制御手段に送信し、前記制御手段は、前記電源アダプタの出力電圧
と前記電池の現在電圧に基づいて、前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電イン
タフェースとの間に接触不良があるかどうかことを特定する
　ことを特徴とする請求項４８に記載の端末用充電システム。
【請求項５０】
　前記コントローラーは、前記制御手段が送信した、前記第一の充電インタフェースと前
記第二の充電インタフェースとの間に接触不良があるかどうかの旨を示すための第五のコ
マンドを受信する
　ことを特徴とする請求項４９に記載の端末用充電システム。
【請求項５１】
　前記制御手段は、さらに、前記第一の充電インタフェースの温度を取得するためのもの
であり、
　前記第一の充電インタフェースの温度が予め設定された保護温度よりも大きい時に、制
御前記スイッチング手段をオフにする
　ことを特徴とする請求項２０に記載の端末用充電システム。
【請求項５２】
　前記コントローラーは、前記制御手段と双方向通信し前記電圧サンプリング値を取得し
、前記電圧サンプリング値が第二の所定電圧値よりも大きい時に、前記充電制御スイッチ
をオフに制御する
　ことを特徴とする請求項２６に記載の端末用充電システム。
【請求項５３】
　前記コントローラーは、前記制御手段と双方向通信し前記電流サンプリング値を取得し
、前記電流サンプリング値が予め設定された電流値よりも大きい時に、前記充電制御スイ
ッチをオフに制御する
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　ことを特徴とする請求項２６に記載の端末用充電システム。
【請求項５４】
　前記コントローラーは、前記制御手段と双方向通信し前記第一の充電インタフェースの
温度を取得し、前記第一の充電インタフェースの温度が予め設定された保護温度よりも大
きい時に、前記充電制御スイッチをオフに制御する
　ことを特徴とする請求項２６に記載の端末用充電システム。
【請求項５５】
　前記コントローラーは、前記電池の温度を取得するためのものであり、
　前記電池の温度が予め設定された高温保護しきい値よりも大きい時に、前記充電制御ス
イッチをオフに制御する
　ことを特徴とする請求項２５に記載の端末用充電システム。
【請求項５６】
　充電の過程において、入力された交流電流を整流し第一の脈動波形の電圧を出力する第
一の整流手段と、
　１次が２次に結合される電圧を整流する第二の整流手段と、を含み、
　前記第二の整流手段が整流して出力した電流の波形と前記第一の脈動波形とは、周期が
同一であり、或いは、前記第二の整流手段が整流して出力した電流の波形の包絡は、前記
第一の脈動波形の周期と同一である
　ことを特徴とする電源アダプタ。
【請求項５７】
　制御信号に基づいて前記第一の脈動波形の電圧を変調するためのスイッチング手段と、
　変調された前記第一の脈動波形の電圧に基づいて第二の脈動波形の電圧を出力するため
のトランスと、をさらに含み、
　前記第二の整流手段は、前記第二の脈動波形の電圧を整流し第三の脈動波形の電圧を出
力するためのものである
　ことを特徴とする請求項５６に記載の電源アダプタ。
【請求項５８】
　前記第二の整流手段に接続され、端末の第二の充電インタフェースに接続される時に、
電池に接続される前記第二の充電インタフェースを介して前記第三の脈動波形の電圧を前
記端末の電池に印加するための第一の充電インタフェースと、
　前記第二の整流手段が出力した電圧及び／又は電流をサンプリングし、電圧サンプリン
グ値及び／又は電流サンプリング値を取得するためのサンプリング手段と、
　前記サンプリング手段と前記スイッチング手段にそれぞれ接続され、前記制御信号を前
記スイッチング手段に出力し、前記電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値に
基づいて前記制御信号のデューティ比を調節し、前記第三の脈動波形の電圧に前記端末の
充電の要求を満たさせるための制御手段と、をさらに含む
　ことを特徴とする請求項５７に記載の電源アダプタ。
【請求項５９】
　前記制御手段、さらに、前記電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値に基づ
いて前記制御信号の周波数を調節するためのものである
　ことを特徴とする請求項５８に記載の電源アダプタ。
【請求項６０】
　前記制御手段は、前記第一の充電インタフェースに接続され、
　前記制御手段、さらに、前記第一の充電インタフェースを介して前記端末と通信し前記
端末の状態情報を取得するためのものである
　ことを特徴とする請求項５８に記載の電源アダプタ。
【請求項６１】
　前記制御手段、さらに、前記端末の状態情報、前記電圧サンプリング値及び／又は前記
電流サンプリング値に基づいて、前記制御信号のデューティ比を調節するためのものであ
る
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　ことを特徴とする請求項６０に記載の電源アダプタ。
【請求項６２】
　前記スイッチング手段と前記制御手段との間に接続され、前記制御信号に基づいて、前
記スイッチング手段のオン・オフを駆動するための駆動手段をさらに含む
　ことを特徴とする請求項５８に記載の電源アダプタ。
【請求項６３】
　前記駆動手段と前記制御手段との間に接続される遮断手段をさらに含む
　ことを特徴とする請求項６２に記載の電源アダプタ。
【請求項６４】
　変調された第一の脈動波形の電圧に基づいて、第四の脈動波形の電圧を生成する補助巻
線と
　前記補助巻線に接続され、前記第四の脈動波形の電圧を変換し直流電流を出力し、前記
駆動手段及び／又は前記制御手段にそれぞれ電力を供給するための電力供給手段と、をさ
らに含む
　ことを特徴とする請求項６２に記載の電源アダプタ。
【請求項６５】
　前記第一の電圧検出手段が前記補助巻線と前記制御手段にそれぞれ接続され、前記第四
の脈動波形の電圧を検出し電圧検出値を生成するための第一の電圧検出手段をさらに含み
　前記制御手段は、さらに、前記電圧検出値に基づいて、前記制御信号のデューティ比を
調節するためのものである
　ことを特徴とする請求項６４に記載の電源アダプタ。
【請求項６６】
　前記トランスの動作周波数は、５０ＫＨｚ－２ＭＨｚである
　ことを特徴とする請求項５８に記載の電源アダプタ。
【請求項６７】
　前記第二の整流手段の出力電流をサンプリングし、前記電流サンプリング値を取得する
ための第一の電流サンプリング回路と、
　前記第二の整流手段の出力電圧をサンプリングし、以前記電圧サンプリング値を取得す
るための第一の電圧サンプリング回路と、を含む
　ことを特徴とする請求項５８に記載の電源アダプタ。
【請求項６８】
　前記第一の電圧サンプリング回路は、
　前記第三の脈動波形の電圧のピーク電圧をサンプリングし保持するためのピーク電圧サ
ンプリング保持手段と、
　前記第三の脈動波形の電圧のゼロクロス点をサンプリングするためのゼロクロスサンプ
リング手段と、
　前記ゼロクロス点時に前記ピーク電圧サンプリング保持手段をリリースアウトするため
リリースアウト手段と、
　前記ピーク電圧サンプリング保持手段のピーク電圧をサンプリングし、前記電圧サンプ
リング値を取得するためのＡＤサンプリング手段を含む
　ことを特徴とする請求項６７に記載の電源アダプタ。
【請求項６９】
　前記第一の脈動波形の電圧をサンプリングするための第二の電圧サンプリング回路をさ
らに含み、
　前記第二の電圧サンプリング回路は、前記制御手段に接続され、
　前記第二の電圧サンプリング回路がサンプリングした電圧値が、第一の所定電圧値より
も大きい時に、前記制御手段は、前記スイッチング手段をオンに制御し、第一の所定時間
の放電動作を行う
　ことを特徴とする請求項５８乃至６８のいずれか一つに記載の電源アダプタ。
【請求項７０】
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　前記第一の充電インタフェースは、
　前記電池を充電するための電源線と、
　前記端末と通信するためのデータ線とを含む
　ことを特徴とする請求項５８に記載の電源アダプタ。
【請求項７１】
　前記制御手段は、前記第一の充電インタフェースを介して前記端末と通信し充電モード
を特定し、
　前記充電モードは、急速充電モードと普通充電モードを含む
　ことを特徴とする請求項７０に記載の電源アダプタ。
【請求項７２】
　直列接続される制御可能スイッチとフィルタ手段をさらに含み、
　前記直列接続される制御可能スイッチとフィルタ手段は、前記第二の整流手段の第一の
出力端に接続され、
　前記制御手段は、さらに、前記充電モードを普通充電モードとして特定した時に、前記
制御可能スイッチをオンに制御し、及び、前記充電モードを急速充電モードとして特定し
た時に、前記制御可能スイッチをオフに制御するためのものである
　ことを特徴とする請求項７１に記載の電源アダプタ。
【請求項７３】
　前記制御手段は、さらに、前記充電モードを急速充電モードとして特定した時に前記端
末の状態情報に基づいて、前記急速充電モードに対応する充電電流及び／又は充電電圧を
取得し、前記急速充電モードに対応する充電電流及び／又は充電電圧に基づいて、前記制
御信号のデューティ比を調節するためのものである
　ことを特徴とする請求項７１に記載の電源アダプタ。
【請求項７４】
　前記端末の状態情報は、前記電池の温度を含み、
　前記電池の温度が第一の予め設定された温度しきい値よりも大きい、又は、前記電池の
温度が第二の予め設定された温度しきい値よりも小さい時に、現在充電モードが急速充電
モードであると、急速充電モードを普通充電モードに切り替え、
　前記第一の予め設定された温度しきい値が前記第二の予め設定された温度しきい値より
も大きい
　ことを特徴とする請求項７３に記載の電源アダプタ。
【請求項７５】
　前記制御手段は、さらに、前記電池の温度が予め設定された高温保護しきい値よりも大
きい時に前記スイッチング手段をオフに制御するためのものである
　ことを特徴とする請求項７４に記載の電源アダプタ。
【請求項７６】
　前記制御手段は、さらに、前記電圧サンプリング値が第二の所定電圧値よりも大きい時
に、前記スイッチング手段をオフに制御するためのものである
　ことを特徴とする請求項５８に記載の電源アダプタ。
【請求項７７】
　前記制御手段は、さらに、電流サンプリング値が予め設定された電流値よりも大きい時
に、前記スイッチング手段をオフに制御するためのものである
　ことを特徴とする請求項５８に記載の電源アダプタ。
【請求項７８】
　前記端末の状態情報は、前記電池の電力量、前記電池の温度、前記端末の電圧／電流、
前記端末のインタフェース情報、前記端末の回路インピーダンスの情報を含む
　ことを特徴とする請求項６０に記載の電源アダプタ。
【請求項７９】
　前記制御手段は、前記第一の充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向
通信し前記急速充電モードで前記端末を充電すると特定した時に、
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　前記制御手段は、前記端末が前記急速充電モードを開始するかどうか問い合わせるため
の第一のコマンドを前記端末に送信し、
　前記制御手段は、前記端末が前記急速充電モードの開始を許可する前記第一のコマンド
の応答コマンドを前記端末から受信する
　ことを特徴とする請求項７１に記載の電源アダプタ。
【請求項８０】
　前記制御手段が前記端末に前記第一のコマンドを送信する前に、前記電源アダプタと前
記端末との間で、前記普通充電モードで充電し、前記制御手段は、前記普通充電モードの
充電時間が予め設定されたしきい値よりも大きいと特定した後に、前記端末に前記第一の
コマンドを送信する
　ことを特徴とする請求項７９に記載の電源アダプタ。
【請求項８１】
　前記制御手段は、さらに、前記スイッチング手段を制御することにより、前記電源アダ
プタに充電電流を前記急速充電モードに対応する充電電流に調整させるように制御するた
めのものであり、
　前記電源アダプタが前記急速充電モードに対応する充電電流により前記端末を充電する
前に、前記制御手段が前記第一の充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方
向通信し、前記急速充電モードに対応する充電電圧を特定し、前記電源アダプタに充電電
圧を前記急速充電モードに対応する充電電圧に調整させるように制御する
　ことを特徴とする請求項７９に記載の電源アダプタ。
【請求項８２】
　前記制御手段は、前記第一の充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向
通信し、前記急速充電モードに対応する充電電圧を特定する時に、
　前記制御手段は、前記電源アダプタの現在出力電圧を前記急速充電モードの充電電圧と
して適当であるかどうかを問い合わせるための第二のコマンドを前記端末に送信し
　前記制御手段は、前記端末が送信した、前記電源アダプタの現在出力電圧が適当である
か、高いか又は低いかを示すための前記第二のコマンドの応答コマンドを受信し、
　前記制御手段は、前記第二のコマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モード
の充電電圧を特定する
　ことを特徴とする請求項８１に記載の電源アダプタ。
【請求項８３】
　前記制御手段は、前記電源アダプタに充電電流を前記急速充電モードに対応する充電電
流に調整させるように制御する前に、前記第一の充電インタフェースのデータ線を介して
前記端末と双方向通信し、前記急速充電モードに対応する充電電流を特定する
　ことを特徴とする請求項８１に記載の電源アダプタ。
【請求項８４】
　前記制御手段は、前記第一の充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向
通信し、前記急速充電モードに対応する充電電流を特定する時に、
　前記制御手段は、前記端末が現在許容する最大充電電流を問い合わせるための第三のコ
マンドを前記端末に送信し、
　前記制御手段は、前記端末が送信した、前記端末が現在許容する最大充電電流を示すた
めの前記第三のコマンドの応答コマンドを受信し、
　前記制御手段は、前記第三のコマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モード
の充電電流を特定する
　ことを特徴とする請求項８３に記載の電源アダプタ。
【請求項８５】
　前記電源アダプタは、前記急速充電モードで前記端末に充電する過程において、前記制
御手段は、さらに、前記第一の充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向
通信し、前記スイッチング手段を制御することにより、前記電源アダプタが電池に出力し
た充電電流を継続して調整する
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　ことを特徴とする請求項７９に記載の電源アダプタ。
【請求項８６】
　前記制御手段は、前記第一の充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向
通信し、前記スイッチング手段を制御することにより、前記電源アダプタが電池に出力し
た充電電流を継続して調整する時に、
　前記制御手段は、前記端末内の電池の現在電圧を問い合わせるための第四のコマンドを
前記端末に送信し、
　前記制御手段は、前記端末が送信した、前記端末内の電池の現在電圧を示すための前記
第四のコマンドの応答コマンドを受信し、
　前記制御手段は、前記電池の現在電圧に基づいて、前記スイッチング手段を制御するこ
とにより前記充電電流を調整する
　ことを特徴とする請求項８５に記載の電源アダプタ。
【請求項８７】
　前記制御手段は、前記電池の現在電圧、及び、予め設定された電池電圧値と充電電流値
との対応関係に基づいて、前記スイッチング手段を制御することにより前記電源アダプタ
が電池に出力した充電電流を前記電池の現在電圧に対応する充電電流値に調整する
　ことを特徴とする請求項８６に記載の電源アダプタ。
【請求項８８】
　前記電源アダプタが前記急速充電モードで前記端末を充電する過程において、前記制御
手段は、さらに、前記第一の充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向通
信し、前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触不良
があるかどうかことを特定し、
　前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触不良があ
ると特定した時に、前記制御手段は、前記電源アダプタに前記急速充電モードを停止させ
るように制御する
　ことを特徴とする請求項８５に記載の電源アダプタ。
【請求項８９】
　前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触不良があ
るかどうかを特定する前に、前記制御手段は、さらに、前記端末から前記端末の回路イン
ピーダンスを示すための情報を受信するものであり、
　前記制御手段は、前記端末内の電池の電圧を問い合わせるための第四のコマンドを前記
端末に送信し、
　前記制御手段は、前記端末が送信した、前記端末内の電池の電圧を示すための前記第四
のコマンドの応答コマンドを受信し、
　前記制御手段は、前記電源アダプタの出力電圧と前記電池の電圧に基づいて、前記電源
アダプタから前記電池までの回路インピーダンスを特定し、
　前記制御手段は、前記電源アダプタから前記電池までの回路インピーダンス、前記端末
の回路インピーダンス、及び、前記電源アダプタと前記端末との間の充電線線路の回路イ
ンピーダンスに基づいて、前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェー
スとの間に接触不良があるかどうかを特定する
　ことを特徴とする請求項８８に記載の電源アダプタ。
【請求項９０】
　前記電源アダプタが前記急速充電モードを停止する前に、前記制御手段は、さらに、前
記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触不良がある旨
を示すための第五のコマンドを前記端末に送信する
　ことを特徴とする請求項８９に記載の電源アダプタ。
【請求項９１】
　前記制御手段は、さらに、前記第一の充電インタフェースの温度を取得するためのもの
であり、
　前記第一の充電インタフェースの温度が予め設定された保護温度よりも大きいと特定し
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た時に、前記スイッチング手段をオフに制御する
　ことを特徴とする請求項７５に記載の電源アダプタ。
【請求項９２】
　充電の過程において、入力された交流電流を一次整流し第一の脈動波形の電圧を出力す
ること、
　１次が２次に結合される電圧を二次整流することを含み、
　前記二次整流して出力した電流の波形と前記第一の脈動波形とは、周期が同一であり、
或いは、前記二次整流して出力した電流の波形の包絡は、前記第一の脈動波形の周期と同
一である
　ことを特徴とする端末用充電方法。
【請求項９３】
　スイッチング手段を制御することにより、前記第一の脈動波形の電圧を変調し、トラン
スの変換により第二の脈動波形の電圧を出力することをさらに含み、
　前記１次が２次に結合される電圧を二次整流することは、
　前記第二の脈動波形の電圧を二次整流し第三の脈動波形の電圧を出力し、前記第二の充
電インタフェースを介して前記第三の脈動波形の電圧を前記端末の電池に印加することを
含む
　ことを特徴とする請求項９２に記載の端末用充電方法。
【請求項９４】
　二次整流された電圧及び／又は電流をサンプリングし、電圧サンプリング値及び／又は
電流サンプリング値を取得すること、
　前記電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値に基づいて、前記スイッチング
手段を制御する制御信号のデューティ比を調節し、前記第三の脈動波形の電圧に充電の要
求を満たさせることをさらに含む
　ことを特徴とする請求項９３に記載の端末用充電方法。
【請求項９５】
　前記電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値に基づいて、前記制御信号の周
波数を調節する
　ことを特徴とする請求項９４に記載の端末用充電方法。
【請求項９６】
　前記第一の充電インタフェースを介して前記端末と通信し前記端末の状態情報を取得し
、前記端末の状態情報、前記電圧サンプリング値及び／又は前記電流サンプリング値に基
づいて、前記制御信号のデューティ比を調節することをさらに含む
　ことを特徴とする請求項９４に記載の端末用充電方法。
【請求項９７】
　前記トランスの変換により第四の脈動波形の電圧を生成し、前記第四の脈動波形の電圧
を検出し電圧検出値を生成し、前記電圧検出値に基づいて、前記制御信号のデューティ比
を調節する
　ことを特徴とする請求項９４に記載の端末用充電方法。
【請求項９８】
　前記二次整流された電圧をサンプリングし、電圧サンプリング値を取得することは、
　前記二次整流された電圧のピーク電圧をサンプリングし、保持して、前記二次整流され
た電圧のゼロクロス点をサンプリングすること、
　前記ゼロクロス点時に前記ピーク電圧をサンプリングし、保持するピーク電圧サンプリ
ング保持手段をリリースアウトすること、
　前記ピーク電圧サンプリング保持手段のピーク電圧をサンプリングし、前記電圧サンプ
リング値を取得することを含む
　ことを特徴とする請求項９４に記載の端末用充電方法。
【請求項９９】
　前記第一の脈動波形の電圧をサンプリングし、サンプリングされた電圧値が第一の所定
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電圧値よりも大きい時に前記スイッチング手段をオンに制御し、第一の所定時間の放電動
作を行うことをさらに含む
　ことを特徴とする請求項９４に記載の端末用充電方法。
【請求項１００】
　前記第一の充電インタフェースを介して前記端末と通信し充電モードを特定し、前記充
電モードを急速充電モードとして特定した時に前記端末の状態情報に基づいて、前記急速
充電モードに対応する充電電流及び／又は充電電圧を取得し、前記急速充電モードに対応
する充電電流及び／又は充電電圧に基づいて、前記制御信号のデューティ比を調節し、
　前記充電モードは、急速充電モードと普通充電モードを含む
　ことを特徴とする請求項９４に記載の端末用充電方法。
【請求項１０１】
　前記端末の状態情報は、前記電池の温度を含み、
　前記電池の温度が第一の予め設定された温度しきい値よりも大きい、又は、前記電池の
温度が第二の予め設定された温度しきい値よりも小さい時に、現在充電モードが急速充電
モードであると、急速充電モードを普通充電モードに切り替え、
　前記第一の予め設定された温度しきい値が前記第二の予め設定された温度しきい値より
も大きい
　ことを特徴とする請求項１００に記載の端末用充電方法。
【請求項１０２】
　前記電池の温度が予め設定された高温保護しきい値よりも大きい時に、前記スイッチン
グ手段をオフに制御する
　ことを特徴とする請求項１０１に記載の端末用充電方法。
【請求項１０３】
　前記電圧サンプリング値が第二の所定電圧値よりも大きい時に、前記スイッチング手段
をオフに制御する
　ことを特徴とする請求項９４に記載の端末用充電方法。
【請求項１０４】
　前記電流サンプリング値が予め設定された電流値よりも大きい時に、前記スイッチング
手段をオフに制御する
　ことを特徴とする請求項９４に記載の端末用充電方法。
【請求項１０５】
　前記端末の状態情報は、前記電池の電力量、前記電池の温度、前記端末の電圧／電流、
前記端末のインタフェース情報、前記端末の回路インピーダンスの情報を含む
　ことを特徴とする請求項９６に記載の端末用充電方法。
【請求項１０６】
　前記電源アダプタは、前記第一の充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信し
前記急速充電モードで前記端末を充電すると特定した時に、
　前記電源アダプタは、前記端末が前記急速充電モードを開始するかどうかを問い合わせ
るための第一のコマンドを前記端末に送信し、
　前記電源アダプタは、前記端末が前記急速充電モードの開始を許可する旨を示すための
前記第一のコマンドの応答コマンドを前記端末から受信する
　ことを特徴とする請求項１００に記載の端末用充電方法。
【請求項１０７】
　前記電源アダプタが前記端末に前記第一のコマンドを送信する前に、前記電源アダプタ
与前記端末との間で、前記普通充電モードで充電し、前記普通充電モードの充電時間が予
め設定されたしきい値よりも大きいと特定した後に、前記電源アダプタが前記端末に前記
第一のコマンドを送信する
　ことを特徴とする請求項１０６に記載の端末用充電方法。
【請求項１０８】
　前記スイッチング手段を制御することにより、前記電源アダプタに充電電流を前記急速
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充電モードに対応する充電電流に調整するように制御し、前記電源アダプタが前記急速充
電モードに対応する充電電流により前記端末を充電する前に、さらに、
　前記第一の充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信し、前記急速充電モード
に対応する充電電圧を特定し、前記電源アダプタに充電電圧を前記急速充電モードに対応
する充電電圧に調整させるように制御する
　ことを特徴とする請求項１０６に記載の端末用充電方法。
【請求項１０９】
　前記の前記第一の充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信し、前記急速充電
モードに対応する充電電圧を特定することは、
　前記電源アダプタは、前記電源アダプタの現在出力電圧を前記急速充電モードの充電電
圧として適当であるかどうか問い合わせるための第二のコマンドを前記端末に送信するこ
と、
　前記電源アダプタは、前記端末が送信した、前記電源アダプタの現在出力電圧が適当で
あるか、高いか又は低いかを示すための前記第二のコマンドの応答コマンドを受信するこ
と、
　前記電源アダプタは、前記第二のコマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モ
ードの充電電圧を特定すること、を含む
　ことを特徴とする請求項１０８に記載の端末用充電方法。
【請求項１１０】
　前記電源アダプタに充電電流を前記急速充電モードに対応する充電電流に調整させるよ
うに制御する前に、さらに、前記第一の充電インタフェースを介して前記端末と双方向通
信し、前記急速充電モードに対応する充電電流を特定する
　ことを特徴とする請求項１０８に記載の端末用充電方法。
【請求項１１１】
　前記の前記第一の充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信し、前記急速充電
モードに対応する充電電流を特定することは、
　前記電源アダプタは、前記端末が現在許容する最大充電電流を問い合わせるための第三
のコマンドを前記端末に送信すること、
　前記電源アダプタは、前記端末が送信した、前記端末が現在許容する最大充電電流を示
すための前記第三のコマンドの応答コマンドを受信すること、
　前記電源アダプタは、前記第三のコマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モ
ードの充電電流を特定する、ことを含む
　ことを特徴とする請求項１１０に記載の端末用充電方法。
【請求項１１２】
　前記電源アダプタが前記急速充電モードで前記端末を充電する過程において、さらに、
前記第一の充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信し、前記スイッチング手段
を制御することにより前記電源アダプタが電池に出力した充電電流を継続して調整する
　ことを特徴とする請求項１０６に記載の端末用充電方法。
【請求項１１３】
　前記の前記第一の充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信し、前記スイッチ
ング手段を制御することにより前記電源アダプタが電池に出力した充電電流を継続して調
整することは、
　前記電源アダプタは、前記端末内の電池の現在電圧を問い合わせるための第四のコマン
ドを前記端末に送信すること、
　前記電源アダプタは、前記端末が送信した、前記端末内の電池の現在電圧を示すための
前記第四のコマンドの応答コマンドを受信すること、
　前記電池の現在電圧に基づいて、前記スイッチング手段を制御することにより前記充電
電流を調整する、ことを含む
　ことを特徴とする請求項１１２に記載の端末用充電方法。
【請求項１１４】
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　前記の前記電池の現在電圧に基づいて、前記スイッチング手段を制御することにより前
記充電電流を調整することは、
　前記電池の現在電圧、及び、予め設定された電池電圧値と充電電流値との対応関係に基
づいて、前記スイッチング手段を制御することにより、前記電源アダプタが電池に出力し
た充電電流を前記電池の現在電圧に対応する充電電流値に調整するように制御する、こと
を含む
　ことを特徴とする請求項１１３に記載の端末用充電方法。
【請求項１１５】
　前記電源アダプタが前記急速充電モードで前記端末を充電する過程において、さらに、
前記第一の充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信し、前記第一の充電インタ
フェースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触不良があるかどうかを特定するこ
とには、
　前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触不良があ
ると特定した時に、前記電源アダプタに前記急速充電モードを停止させるように制御する
　ことを特徴とする請求項１１２に記載の端末用充電方法。
【請求項１１６】
　前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触不良があ
るかどうかを特定する前に、前記電源アダプタが前記端末から前記端末の回路インピーダ
ンスを示すための情報を受信することには、
　前記電源アダプタは、前記端末内の電池の電圧を問い合わせるための第四のコマンドを
前記端末に送信し、
　前記電源アダプタは、前記端末が送信した、前記端末内の電池の電圧を示すための前記
第四のコマンドの応答コマンドを受信し、
　前記電源アダプタの出力電圧と前記電池の電圧に基づいて、前記電源アダプタから前記
電池までの回路インピーダンスを特定し、及び
　前記電源アダプタから前記電池までの回路インピーダンス、前記端末の回路インピーダ
ンス、及び前記電源アダプタと前記端末との間の充電線線路の回路インピーダンスに基づ
いて、前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触不良
があるかどうかを特定する
　ことを特徴とする請求項１１５に記載の端末用充電方法。
【請求項１１７】
　前記電源アダプタに前記急速充電モードを停止させるように制御する前に、前記第一の
充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触不良がある旨を示すた
めの第五のコマンドを前記端末に送信する
　ことを特徴とする請求項１１５に記載の端末用充電方法。
【請求項１１８】
　前記端末は、普通充電モードと急速充電モードを有し、
　前記急速充電モードの充電電流が前記普通充電モードの充電電流よりも大きい、
　前記端末は、前記第二の充電インタフェースと前記電源アダプタと双方向通信し、前記
電源アダプタが前記急速充電モードで前記端末を充電することを特定し、
　前記電源アダプタが前記急速充電モードに対応する充電電流に従って出力し、前記端末
内の電池を充電する
　ことを特徴とする請求項９４に記載の端末用充電方法。
【請求項１１９】
　前記端末は、前記第二の充電インタフェースと前記電源アダプタと双方向通信し、前記
電源アダプタが前記急速充電モードで前記端末を充電することを特定することは、
　前記端末は、前記電源アダプタが送信した、前記端末が前記急速充電モードを開始する
かどうかを問い合わせるための第一のコマンドを受信すること、
　前記端末は、前記端末が前記急速充電モードの開始を許可する旨を示すための前記第一
のコマンドの応答コマンドを前記電源アダプタに送信する、ことを含む
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　ことを特徴とする請求項１１８に記載の端末用充電方法。
【請求項１２０】
　前記端末は、前記電源アダプタが送信した、第一のコマンドを受信する前に、前記端末
と前記電源アダプタとの間に前記普通充電モードで充電し、前記電源アダプタは、前記普
通充電モードの充電時間が予め設定されたしきい値よりも大きいと特定した後に、前記端
末は、前記電源アダプタが送信した、前記第一のコマンドを受信する
　ことを特徴とする請求項１１９に記載の端末用充電方法。
【請求項１２１】
　前記電源アダプタは、前記急速充電モードに対応する充電電流に従って出力し前記端末
内の電池を充電する前に、前記端末は、前記第二の充電インタフェースと前記電源アダプ
タと双方向通信し、前記電源アダプタが前記急速充電モードに対応する充電電圧を特定す
る
　ことを特徴とする請求項１１９に記載の端末用充電方法。
【請求項１２２】
　前記端末は、前記第二の充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信し
、前記電源アダプタが前記急速充電モードに対応する充電電圧を特定することは、
　前記端末は、前記電源アダプタが送信した、前記電源アダプタの現在出力電圧を前記急
速充電モードの充電電圧として適当であるかどうかを問い合わせるための第二のコマンド
を受信すること、
　前記端末は、前記電源アダプタの現在出力電圧が適当であるか、高いか又は低いかを示
すための前記第二のコマンドの応答コマンドを前記電源アダプタに送信することを含む
　ことを特徴とする請求項１２１に記載の端末用充電方法。
【請求項１２３】
　前記端末は、前記電源アダプタから前記急速充電モードに対応する充電電流を受信し、
前記端末内の電池を充電する前に、前記端末は、前記第二の充電インタフェースを介して
前記電源アダプタと双方向通信し、前記電源アダプタに前記急速充電モードに対応する充
電電流を特定させる
　ことを特徴とする請求項１２１に記載の端末用充電方法。
【請求項１２４】
　前記端末は、前記第二の充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信し
、前記電源アダプタに前記急速充電モードに対応する充電電流を特定させることは、
　前記端末は、前記電源アダプタが送信した、前記端末が現在許容する最大充電電流を問
い合わせるための第三のコマンドを受信する、
　前記端末は、前記端末が現在許容する最大充電電流を示すための前記第三のコマンドの
応答コマンドを前記電源アダプタに送信し、前記電源アダプタが前記最大充電電流に基づ
いて、前記急速充電モードに対応する充電電流を特定することを含む
　ことを特徴とする請求項１２３に記載の端末用充電方法。
【請求項１２５】
　前記電源アダプタが前記急速充電モードで前記端末を充電する過程において、前記端末
は、前記第二の充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信し、前記電源
アダプタに前記電源アダプタが電池に出力した充電電流を継続して調整させる
　ことを特徴とする請求項１１９に記載の端末用充電方法。
【請求項１２６】
　前記端末は、前記第二の充電インタフェースと前記電源アダプタと双方向通信し、前記
電源アダプタに前記電源アダプタが電池に出力した充電電流を継続して調整させることは
、
　前記端末は、前記電源アダプタが送信した、前記端末内の電池の現在電圧を問い合わせ
るあめの第四のコマンドを受信すること、
　前記端末は、前記端末内の電池の現在電圧を示すための前記第四のコマンドの応答コマ
ンドを前記電源アダプタに送信し、前記電池の現在電圧に基づいて、前記電源アダプタが
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電池に出力した充電電流を継続して調整することを含む
　ことを特徴とする請求項１２５に記載の端末用充電方法。
【請求項１２７】
　前記電源アダプタが前記急速充電モードで前記端末を充電する過程において、前記端末
は、前記第二の充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信し、前記電源
アダプタに前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触
不良があるかどうかを特定させる
　ことを特徴とする請求項１２１に記載の端末用充電方法。
【請求項１２８】
　前記端末は、前記第二の充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信し
、前記電源アダプタに前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースと
の間に接触不良があるかどうかを特定させることは、
　前記端末は、前記電源アダプタが送信した、前記端末内の電池の現在電圧を問い合わせ
るための第四のコマンドを受信すること、
　前記端末は、前記端末内の電池の現在電圧を示すための前記第四のコマンドの応答コマ
ンドを前記電源アダプタに送信し、前記電源アダプタが前記電源アダプタの出力電圧と前
記電池の現在電圧とに基づいて、前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタ
フェースとの間に接触不良があるかどうかを特定することを含む
　ことを特徴とする請求項１２７に記載の端末用充電方法。
【請求項１２９】
　前記端末は、さらに、前記電源アダプタが送信した、前記第一の充電インタフェースと
前記第二の充電インタフェースとの間に接触不良がある旨を示すための第五のコマンドを
受信する
　ことを特徴とする請求項１２７に記載の端末用充電方法。
【請求項１３０】
　前記第一の充電インタフェースの温度を取得し、前記第一の充電インタフェースの温度
が予め設定された保護温度よりも大きい時に、前記スイッチング手段をオフに制御するこ
とをさらに含む
　ことを特徴とする請求項１０２に記載の端末用充電方法。
【請求項１３１】
　前記端末は、前記第二の充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信し
前記電圧サンプリング値を取得し、前記電圧サンプリング値が第二の所定電圧値よりも大
きい時に、前記電池に充電を停止させるように制御する
　ことを特徴とする請求項９４に記載の端末用充電方法。
【請求項１３２】
　前記端末は、前記第二の充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信し
、前記電流サンプリング値を取得し、前記電流サンプリング値が予め設定された電流値よ
りも大きい時に、前記電池に充電を停止させるように制御する
　ことを特徴とする請求項９４に記載の端末用充電方法。
【請求項１３３】
　前記端末は、前記第二の充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信し
前記第一の充電インタフェースの温度を取得し、前記第一の充電インタフェースの温度が
予め設定された保護温度よりも大きい時に、前記電池に充電を停止させるように制御する
　ことを特徴とする請求項９４に記載の端末用充電方法。
【請求項１３４】
　前記端末は、さらに、前記電池の温度を取得し、前記電池の温度が予め設定された高温
保護しきい値よりも大きい時に、前記電池に充電を停止させるように制御する
　ことを特徴とする請求項９４に記載の端末用充電方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、端末機器の技術分野に関し、特に、端末用充電システム、端末用充電方法及
び電源アダプタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、モバイル端末（例えば、スマートフォン）は、ますます消費者に好まれているが
、その消費電力量が大きいため、頻繁に充電する必要がある。
【０００３】
　通常、モバイル端末は、電源アダプタによって充電が行われる。電源アダプタには、一
般的に、一次整流回路、一次フィルタ回路、変圧器、二次整流回路、二次フィルタ回路及
び制御回路等が含まれているため、電源アダプタは、入力された２２０Ｖの交流電力をモ
バイル端末の要求に適した安定化低電圧直流電力（例えば５Ｖ）に変換することで、モバ
イル端末の電源管理装置及び電池に供給し、モバイル端末の充電を実現するようにしてい
る。
【０００４】
　しかし、電源アダプタの大電力化につれ、例えば５Ｗから１０Ｗ、１５Ｗ、２５Ｗ等の
より大きい電力へアップグレードした時、それに合わせて、高電力に耐え得るとともによ
り高い精度の制御を実現可能な電子部品も多く要求され、これは、電源アダプタの体積の
増加だけではなく、アダプタの生産コスト及び製造難易度の増加にも繋がる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本願は、以下の課題に対する本発明者の認識及び検討に基づいてなされたものである。
【０００６】
　本発明者が検討したところ、電源アダプタの大電力化につれ、電源アダプタがモバイル
端末の電池を充電する際、電池の分極抵抗の増大を引き起こしやすく、電池の温度が大き
く上昇することで、電池の寿命が低下し、電池の信頼性及び安全性に影響することを見出
した。
【０００７】
　そして、通常は、交流電源により給電する際、大多数の機器がそのまま交流電力を用い
て動作することができず、これは、交流電力、例えば５０Ｈｚの２２０Ｖの商用電力は、
断続的に電気エネルギーを出力するものであり、「断続」しないようにするためには、電
解コンデンサーでのエネルギー蓄積が必要となる。給電における波の谷において、電解コ
ンデンサーのエネルギー蓄積に依存して、給電を継続させ、安定した電気エネルギー供給
を維持させるからである。そのため、交流電源は、電源アダプタを介してモバイル端末を
充電する際、いずれも、交流電源により供給された交流電力、例えば、２２０Ｖの交流電
力を安定化された直流電力に変換してからモバイル端末に供給するようにしている。しが
しながら、電源アダプタは、モバイル端末の電池を充電することで、間接的にモバイル端
末に給電するものであり、給電の継続性は、電池により保証されるので、電源アダプタは
、電池を充電する際、安定化された直流電力を連続して出力する必要がなくなる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　故に、本発明は、電源アダプタに小型化及びコストの削減を実現できる端末用充電シス
テムを提供することを第一の目的とする。
【０００９】
　本発明は、電源アダプタを提供することを第二の目的とする。本発明は、端末用充電方
法を提供することを第三の目的とする。
【００１０】
　上記目的の少なくとも一つを解決するために、本発明の第一の側面の実施例は、電源ア
ダプタと端末を含み、前記電源アダプタは、充電の過程において、入力された交流電流を
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整流し第一の脈動波形の電圧を出力する第一の整流手段と、１次が２次に結合される電圧
を整流する第二の整流手段と、を含み、前記第二の整流手段が整流して出力した電流の波
形と前記第一の脈動波形とは、周期が同一であり、或いは、前記第二の整流手段が整流し
て出力した電流の波形の包絡（ｅｎｖｅｌｏｐｅ）は、前記第一の脈動波形の周期と同一
であり、前記端末は、前記電源アダプタの出力電圧に基づいて前記端末内の電池を充電す
る端末用充電システムが提供される。
【００１１】
　本発明の実施例では、電源アダプタは、１次側の整流用の液体アルミニウム電解コンデ
ンサーを省略し、第一の整流手段に脈動波形の電圧を直接に出力させ、アダプタの体積を
小さくすることができる。また、１次側の液体アルミニウム電解コンデンサーは、使用の
寿命が比較的に短く、かつ、電池に液漏れが発生しやすいことから、１次側の液体アルミ
ニウム電解コンデンサーを省略することは、アダプタの使用寿命と安全性を大幅に上げる
ために有効である。
【００１２】
　上記目的の少なくとも一つを解決するために、本発明の第二の側面の実施例は、充電の
過程において、入力された交流電流を整流し第一の脈動波形の電圧を出力する第一の整流
手段と、１次が２次に結合される電圧を整流する第二の整流手段と、を含み、前記第二の
整流手段が整流して出力した電流の波形と前記第一の脈動波形とは、周期が同一であり、
或いは、前記第二の整流手段が整流して出力した電流の波形の包絡は、前記第一の脈動波
形の周期と同一である電源アダプタが提供される。
【００１３】
　本発明の実施例では、電源アダプタは、１次側の整流用の液体アルミニウム電解コンデ
ンサーを省略し、第一の整流手段に脈動波形の電圧を直接に出力させ、アダプタの体積を
小さくすることができる。また、１次側の液体アルミニウム電解コンデンサーは、使用の
寿命が比較的に短く、かつ、電池に液漏れが発生しやすいことから、１次側の液体アルミ
ニウム電解コンデンサーを省略することは、アダプタの使用寿命と安全性を大幅に上げる
ために有効である。
【００１４】
　上記の目的の少なくとも一つを解決するために、本発明の第三の側面実施例は、充電の
過程において、入力された交流電流を一次整流し第一の脈動波形の電圧を出力すること、
１次が２次に結合される電圧を二次整流することを含み、前記二次整流して出力した電流
の波形と前記第一の脈動波形とは、周期が同一であり、或いは、前記二次整流して出力し
た電流の波形の包絡は、前記第一の脈動波形の周期と同一である端末用充電方法が提供さ
れる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の実施例では、電源アダプタは、１次側の整流用の液体アルミニウム電解コンデ
ンサーを省略し、第一の整流手段に脈動波形の電圧を直接に出力させ、アダプタの体積を
小さくすることができる。また、１次側の液体アルミニウム電解コンデンサーは、使用の
寿命が比較的に短く、かつ、電池に液漏れが発生しやすいことから、１次側の液体アルミ
ニウム電解コンデンサーを省略することは、アダプタの使用寿命と安全性を大幅に上げる
ために有効である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１Ａ】本発明の一実施例による端末用充電システムがフライバック型スイッチング電
源を用いる構成の模式図。
【図１Ｂ】本発明の一実施例による端末用充電システムがフォワード型スイッチング電源
を用いる構成の模式図。
【図１Ｃ】本発明の一実施例による端末用充電システムがプッシュプル型スイッチング電
源を用いる構成の模式図。
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【図１Ｄ】本発明の一実施例による端末用充電システムがハーフブリッジ型スイッチング
電源の構成の模式図。
【図１Ｅ】本発明の一実施例による端末用充電システムがフルブリッジ型スイッチング電
源を用いる構成の模式図。
【図２Ａ】本発明の実施例による端末用充電システムの構成の模式図。
【図２Ｂ】本発明の実施例による端末用充電システムの構成の模式図。
【図３】本発明の一実施例による電源アダプタが電池に出力した充電電圧の波形の模式図
。
【図４】本発明の一実施例による電源アダプタが電池に出力した充電電流の波形の模式図
。
【図５】本発明の一実施例によるスイッチング手段に出力された制御信号の模式図。
【図６】本発明の一実施例による急速充電過程の模式図。
【図７Ａ】本発明の一実施例による端末用充電システムの構成の模式図。
【図７Ｂ】本発明の一実施例による電源アダプタにＬＣフィルタ回路を有する構成の模式
図。
【図８】本発明の他の一実施例による端末用充電システムの構成の模式図。
【図９】本発明のもう一実施例による端末用充電システムの構成の模式図。
【図１０】本発明のもう一実施例による端末用充電システムの構成の模式図。
【図１１】本発明の一実施例によるサンプリング手段の構成の模式図。
【図１２】本発明のもう一実施例による端末用充電システムの構成の模式図。
【図１３】本発明の一実施例による端末の構成の模式図。
【図１４】本発明の他の一実施例による端末の構成の模式図。
【図１５】本発明の実施例による端末用充電方法のフローチャート。
【図１６Ａ－１６Ｂ】本発明の実施例の脈動波形の模式図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態を詳しく説明する。図面は、前記実施形態を例示するものであ
り、終始同一又は類似の符号は、同一又は類似の素子、もしくは、同一又は類似の機能を
持つ素子を示す。以下に図面を参照して説明される実施形態は、例示的なもので、本発明
を解釈するためであり、本発明に対する制限になると理解すべきではない。
【００１８】
　本発明の実施形態に係る端末用充電システム、端末、電源アダプタ及び端末用充電方法
を説明する前に、関連技術における充電機器から端末への充電のための電源アダプタを説
明する。以下、「関連アダプタ」と称することができる。
【００１９】
　関連アダプタは、定電圧モードで動作する際、その出力電圧が基本的に一定に維持され
、例えば５Ｖ、９Ｖ、１２Ｖや２０Ｖ等に一定に維持される。
【００２０】
　関連アダプタにより出力された電圧は、電池の両端へそのまま印加するのには適してお
らず、被充電機器（例えば端末）内の変換回路によって変換しておくことで、被充電機器
（例えば端末）内の電池の所望の充電電圧及び／又は充電電流を得る必要がある。前記充
電電流は、直流電流が可能である。
【００２１】
　変換回路は、電池の所望の充電電圧及び／又は充電電流の要求を満たすように、関連ア
ダプタにより出力された電圧を変換するためのものである。
【００２２】
　一例として、該変換回路は、電池の充電中に、電池の充電電圧及び／又は充電電流を管
理するための充電管理モジュール、例えば端末内の充電ＩＣであってもよい。該変換回路
は、電池の充電電圧及び／又は充電電流に対する管理を実現するために、電圧フィードバ
ックモジュールの機能、及び／又は、電流フィードバックモジュールの機能を持つ。
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【００２３】
　例えば、電池の充電過程は、トリクル充電段階、定電流充電段階及び定電圧充電段階の
いずれか１つ又は複数の段階を含んでもよい。トリクル充電段階において、変換回路は、
電流フィードバック回路を利用して、トリクル充電段階で電池に入力される電流が電池の
所望の充電電流の大きさ（例えば第一充電電流）を満たすようにしてもよい。定電流充電
段階において、変換回路は、電流フィードバック回路を利用して、定電流充電段階で電池
に入力される電流が電池の所望の充電電流の大きさ（例えば第二充電電流、該第二充電電
流は、第一充電電流よりも大きくてもよい）を満たすようにしてもよい。定電圧充電段階
において、変換回路は、電圧フィードバック回路を利用して、定電圧充電段階で電池の両
端に印加される電圧が電池の所望の充電電圧の大きさを満たすようにしてもよい。
【００２４】
　一例として、関連アダプタにより出力された電圧が電池の所望の充電電圧よりも大きい
場合、変換回路は、関連アダプタにより出力された電圧に対して降圧変換処理を行うこと
で、降圧変換して得られた充電電圧が電池の所望の充電電圧の要求を満たすようにするた
めに用いられても良い。更なる一例として、関連アダプタにより出力された電圧が電池の
所望の充電電圧よりも小さい場合、変換回路は、関連アダプタにより出力された電圧に対
して昇圧変換処理を行うことで、昇圧変換して得られた充電電圧が電池の所望の充電電圧
の要求を満たすようにするために用いられても良い。
【００２５】
　別の一例として、関連アダプタが５Ｖの定電圧を出力する場合を例にして、電池が単セ
ル（リチウム電池セルを例として、単セルの充電終止電圧は４．２Ｖ）を含む場合、変換
回路（例えばＢｕｃｋ降圧回路）は、関連アダプタにより出力された電圧に対して降圧変
換処理を行うことで、降圧して得られた充電電圧が電池の所望の充電電圧の要求を満たす
ようにしてもよい。
【００２６】
　更に別の一例として、関連アダプタが５Ｖの定電圧を出力する場合を例にして、関連ア
ダプタによって、２つ又はそれ以上の単セルが直列接続されてなる電池（リチウム電池セ
ルを例として、単セルの充電終止電圧は４．２Ｖ）を充電する際、変換回路（例えばＢｏ
ｏｓｔ昇圧回路）は、関連アダプタにより出力された電圧に対して昇圧変換処理を行うこ
とで、昇圧して得られた充電電圧が電池の所望の充電電圧の要求を満たすようにしてもよ
い。
【００２７】
　変換回路が回路変換効率の低下により制限を受けることで、変換されなかった分の電気
エネルギーが熱量の形で散逸するようになり、この分の熱量は、被充電機器（例えば端末
）の内部に溜まってしまう。その一方、被充電機器（例えば端末）は、その設計空間及び
放熱空間が、いずれも小さく（例えば、利用者が用いるモバイル端末の物理サイズがます
ます薄型軽量化していくと同時に、モバイル端末の性能を向上させるために、モバイル端
末内に大量の電子部品を密集させて配置している）、これは、変換回路の設計難易度が増
加するだけではなく、被充電機器（例えば端末）内に溜まった熱量がタイムリーに放出し
難くなり、更には、被充電機器（例えば端末）の異常に繋がる。
【００２８】
　例えば、変換回路に溜まった熱量は、変換回路付近の電子部品に熱干渉して、電子部品
の動作異常を引き起こしてしまう可能性があり、及び／又は、変換回路に溜まった熱量は
、変換回路及びその付近の電子素子の寿命を短縮させる可能性があり、及び／又は、変換
回路に溜まった熱量は、電池に熱干渉して、更には、電池の充放電異常を引き起こしてし
まう可能性があり、及び／又は、変換回路に溜まった熱量は、被充電機器（例えば端末）
の温度を上昇させて、使用者の充電時での使用体験に影響してしまう可能性があり、及び
／又は、変換回路に溜まった熱量は、変換回路自体を短絡させて、関連アダプタにより出
力された電圧を電池の両端にそのまま印加して充電異常を引き起こしてしまう可能性があ
り、電池が長時間に亘って過電圧充電にある場合に、引いては、電池の爆発を引き起こし
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てしまう恐れがあり、ある安全リスクがある。
【００２９】
　これに対して、本発明の実施形態に係る電源アダプタは、電池の現在の電力量情報及び
／又は電圧情報を少なくとも含む電池の状態情報を取得可能であり、該電源アダプタは、
取得された電池の状態情報に基づいて、電源アダプタ自体の出力電圧を調節することで、
電池の所望の充電電圧及び／又は充電電流の要求を満たすようにし、電源アダプタによる
調節後に出力された電圧は、電池の両端に直接印加されて電池を充電する（以下に、「直
接充電」と称し）ことが可能になる。幾つかの実施例では、該電源アダプタは、脈動波形
の電圧を出力することができる。
【００３０】
　該電源アダプタは、電池の充電電圧及び／又は充電電流に対する管理を実現するために
、電圧フィードバックモジュールの機能及び電流フィードバックモジュールの機能を持つ
。
【００３１】
　該電源アダプタは、取得された電池の状態情報に基づいて、それ自体の出力電圧を調節
することは、該電源アダプタは、リアルタイムに電池の状態情報を取得可能であり、毎回
取得された電池のリアルタイムな状態情報に基づいて、電源アダプタ自体の出力電圧を調
節することで、電池の所望の充電電圧及び／又は充電電流を満たすようにすることであっ
てもよい。
【００３２】
　該電源アダプタは、リアルタイムに取得された電池の状態情報に基づいて、それ自体の
出力電圧を調節することは、充電中に電池の充電電圧が上昇していくことにつれ、電源ア
ダプタは、充電中の異なる時刻における電池の現在の状態情報を取得可能であり、電池の
現在の状態情報に基づいて、電源アダプタ自体の出力電圧をリアルタイムに調節すること
で、電池の所望の充電電圧及び／又は充電電流の要求を満たすようにし、電源アダプタに
よる調節後に出力された電圧は、電池の両端にそのまま印加されて電池を充電することが
可能になることであってもよい。
【００３３】
　例えば、電池の充電過程は、トリクル充電段階、定電流充電段階及び定電圧充電段階の
いずれか１つ又は複数の段階を含んでもよい。トリクル充電段階において、電源アダプタ
は、第一充電電流を出力して電池を充電することで、電池の所望の充電電流の要求を満た
すようにしてもよい（幾つかの実施例では、第一充電電流は、脈動波形の電流であっても
よい）。定電流充電段階において、電源アダプタは、電流フィードバック回路を利用して
、定電流充電段階で電源アダプタにより出力されて電池に入力される電流が電池の所望の
充電電流の要求を満たすようにしてもよい（例えば、第二充電電流は、同様に脈動波形の
電流であり、該第二充電電流は、第一充電電流よりも大きくても良く、定電流充電段階の
脈動波形の電流ピーク値は、トリクル充電段階の脈動波形の電流ピーク値よりも大きくて
もよく、定電流充電段階の定電流とは、脈動波形の電流ピーク値又は平均値が基本的に変
わらないようなものであってもよい）。定電圧充電段階において、電源アダプタは、電圧
フィードバック回路を利用して、定電圧充電段階で電源アダプタにより被充電機器（例え
ば端末）へ出力される電圧（脈動波形の電圧）を一定に維持させるようにしてもよい。
【００３４】
　例えば、本発明の実施形態に言及される電源アダプタは、主に、被充電機器（例えば端
末）内の電池の定電流充電段階を制御するために用いられても良い。他の実施形態におい
て、被充電機器（例えば端末）内の電池のトリクル充電段階及び定電圧充電段階の制御機
能は、本発明の実施形態に言及される電源アダプタと、被充電機器（例えば端末）内の別
途の充電チップとによって協同で実現されてもよい。定電流充電段階に比べて、電池がト
リクル充電段階及び定電圧充電段階で受ける充電電力は小さいため、被充電機器（例えば
端末）内部の充電チップの変換効率損失及び熱量累積は、許容できるものである。説明す
べきなのは、本発明の実施形態に言及される定電流充電段階又は定電流段階とは、電源ア
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ダプタの出力電流を制御する充電モードであってもよく、必ずしも電源アダプタの出力電
流を完全に変わらないように維持させる必要がなく、例えば、電源アダプタにより出力さ
れた脈動波形の電流ピーク値又は平均値が、基本的に変わらないように維持されるか、若
しくは、ある期間で基本的に変わらないように維持されることを指しても良い。例えば、
実際に、電源アダプタは、定電流充電段階において、通常、多段階定電流という方式で充
電する。
【００３５】
　多段階定電流充電（Ｍｕｌｔｉ－ｓｔａｇｅ　ｃｏｎｓｔａｎｔ　ｃｕｒｒｅｎｔ　ｃ
ｈａｒｇｉｎｇ）は、Ｎ個の定電流段階（Ｎは２以上の整数）を有してもよく、多段階定
電流充電は、所定の充電電流で１番目の段階充電を開始し、前記多段階定電流充電のＮ個
の定電流段階は、１番目の段階から（Ｎ－１）番目の段階まで順次に実行され、定電流段
階におけるある定電流段階からその次の定電流段階に移行すると、脈動波形の電流ピーク
値又は平均値が小さくなってもよく、電池の電圧が充電終止電圧のしきい値に達すると、
定電流段階における現在の定電流段階は、その次の定電流段階に移行する。隣接する２つ
の定電流段階の間の電流変換過程は、漸進的な変化であってもよく、又は、段階状の跳躍
的な変化であってもよい。
【００３６】
　更に、説明すべきなのは、本発明の実施形態に用いられる「端末」は、有線回線接続（
例えば、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、デジタルケーブル
、直接ケーブル接続、及び／又は別のデータ接続／ネットワーク）、及び／又は、（例え
ば、セルラーネットワーク、無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）、ＤＶＢ－Ｈネットワークのような
デジタルテレビネットワーク、衛星ネットワーク、ＡＭ－ＦＭ放送送信機、及び／又は別
の通信端末に対する）無線インターフェースを介して、通信信号を受信／送信するように
構成された装置を含んでもよいが、これらに限定されない。無線インターフェースを介し
て通信するように構成された端末は、「無線通信端末」、「無線端末」及び／又は「モバ
イル端末」と称しても良い。モバイル端末の例としては、衛星又はセルラー電話があるが
、これらに限定されず、セルラー無線電話と、データ処理、ファクス及びデータ通信機能
を持つパーソナル通信システム（ＰＣＳ）の端末とを組み合せてもよく、無線電話、ポケ
ットベル、インターネット／イントラネットアクセス、Ｗｅｂブラウザ、メモ帳、カレン
ダー及び／又は全地球測位システム（ＧＰＳ）の受信機を含むＰＤＡであってもよく、更
に、通常のラップトップ型及び／又はパームトップ型受信機、若しくは、無線電話トラン
シーバを含むその他の電子装置であってもよい。
【００３７】
　また、本発明の実施形態において、電源アダプタにより出力された脈動波形の電圧が端
末の電池にそのまま印加されて電池を充電する際、充電電流は、饅頭のような山型の波（
饅頭状波）の脈動波の形で表現され、理解できるように、充電電流は、間欠的な形で電池
を充電し、該充電電流の周期は、入力交流電力、例えば交流電力網の周波数によって変化
するものであり、例えば、充電電流の周期に対応する周波数は、電力網周波数の整数倍又
は逆数倍となる。そして、充電電流が間欠的な形で電池を充電する場合、該充電電流に対
応する電流波形は、電力網と同期した１つ又は複数のパルスで構成されてもよい。
【００３８】
　一例示として、本発明の実施例では、電池が充電される過程（例えばトリクル充電段階
、定電流充電段階及び定電圧充電段階の少なくとも一つ）では、アダプタが出力した脈動
直流電流（向きが変化しないが、電流値が時間と共に変化するもの）、交流電流（向き及
び電流値の何れも時間と共に変化するもの）或いは直流電流（即ち、電流値及び向きの何
れも時間と共に変化しない一定の直流電流である）を受け取ることができる。
【００３９】
　関連アダプタは、１次側に以下の欠点を有する複数の液体アルミニウム電解コンデンサ
ーを含む。第一に、液体アルミニウム電解コンデンサーは、体積が比較的に大きいため、
アダプタの体積が大きくなる。第二に、液体アルミニウム電解コンデンサーは、形状が一
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般的に円柱体であり、円柱体が回路板に占める面積が大きいため、アダプタ内部の回路基
板全体に配線が難しくなる。第三に、液体アルミニウム電解コンデンサーは、使用の寿命
が短いため、アダプタの使用寿命も短くなる。第四に、液体アルミニウム電解コンデンサ
ーには、液漏れの現象があり、液漏れが発生すると、漏れた電解液が電気伝導体となるた
め、アダプタに危険が与えられてしまう。
【００４０】
　本発明の実施例は、上記問題の少なくとも一つを解決するために、図２Ａに示すように
、電源アダプタ１と端末２を含む端末用充電システムを提供する。
【００４１】
　電源アダプタ１は、第一の整流手段１０１と第二の整流手段１０４を含む。
【００４２】
　第一の整流手段１０１は、充電の過程に入力された交流電流を整流し第一の脈動波形の
電圧を出力するためのものである。
【００４３】
　第二の整流手段１０４は、１次が２次に結合される電圧を整流するためのものである。
第二の整流手段１０４が整流して出力した電流の波形と第一の脈動波形と、周期が同一で
あり、或いは、第二の整流手段１０４が整流して出力した電流の波形の包絡は、第一の脈
動波形の周期と同一である。
【００４４】
　端末２は、電源アダプタの出力電圧に基づいて端末２内の電池２０２を充電する。
【００４５】
　本発明の実施例では、電源アダプタは、１次側における整流用の液体アルミニウム電解
コンデンサーが省略されたため、第一の整流手段が脈動波形の電圧を直接に出力して、ア
ダプタの体積を小さくすることができる。また、１次側の液体アルミニウム電解コンデン
サーの使用寿命が短く、かつ、液漏れが発生しやすいため、１次側の液体アルミニウム電
解コンデンサーを省略することは、アダプタの使用寿命と安全性を大幅に向上させること
ができる。
【００４６】
　第二の整流手段１０４が整流して出力した電流の波形と第一の脈動波形とは、周期が同
一であることは、第二の整流手段１０４が整流して出力した電流の波形と第一の脈動波形
とが同期していることを指してもよい。
【００４７】
　第二の整流手段１０４が整流して出力した電流の波形の包絡は、第一の脈動波形の周期
と同一であることは、第二の整流手段１０４が出力した電流の波形の包絡が第一の脈動波
形と同期していることを指してもよい。
【００４８】
　理解すべきことは、第二の整流手段１０４が整流して出力した電流の波形又は波形の包
絡は、完全な脈動波形であってもよいし、ピークカット処理された脈動波形（具体的に、
図１６Ｂを参照し、Ｔ形と類似するもの）であってもよい。
【００４９】
　幾つかの実施例では、第二の整流手段１０４が出力した電流を、直接に電源アダプタ１
が出力した電流として、出力することができる。他の幾つかの実施例では、第二の整流手
段１０４が出力した電流波形又は電流波形の包絡について各種類の波形変換を行い、波形
変換された電流を電源アダプタ１の出力電流としてもよい。例えば、第二の整流手段１０
４が出力した電圧波形／電流波形を矩形波、三角波などの波形に変換し、矩形波の波形の
電流又は三角波の波形の電流を出力してもよい。電流波形を変化させる形態は、複数ある
。例えば、第二の整流手段１０４が出力した電流波形の形状を変更するように、第二の整
流手段１０４の後ろにスイッチ、コンデンサーなどの素子を設置することができる。
【００５０】
　同様に、第二の整流手段１０４が出力した電圧を、直接に電源アダプタ１の出力電圧と
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してもよいし、第二の整流手段１０４が出力した電圧波形又は電圧波形の包絡について各
種類の変換を行い、波形変換された電圧を電源アダプタ１の出力電圧としてもよい。以下
には、主に、電源アダプタ１が第三の脈動波形の電圧を出力することを例として説明する
が、本発明の実施例は、これに限定されていない。
【００５１】
　理解すべきことは、本発明の実施例が説明する一つ又は複数の脈動波形の電圧は、負で
ない脈動波形（例えば、第一の脈動波形）であってもよいし、正負が交代する脈動波形（
例えば、第二の脈動波形）であってもよい。さらに、本発明の実施例が説明する一つ又は
複数の脈動波形は、具体的に、マクロや全体の傾向から見れば、脈動の形式を呈している
一方、ミクロから見れば、継続して変化してもよいし、継続しなくてもよい。例えば、第
二の脈動波形の電圧と第三の脈動波形の電圧は、スイッチング手段１０２によりチョッパ
処理されたものである。２次フィルタ処理を行わなかった場合には、ミクロから見れば、
この第二の脈動波形又は第三の脈動波形は、複数の小さい間欠パルスからなるが、全体か
ら見れば、この電圧の波形は、依然として脈動形式の波形である。従って、本発明の実施
例は、全体又はマクロからみれば脈動となる波形を脈動波形と称する。言い換えれば、本
発明の実施例が説明した一つ又は複数の脈動波形の電圧は、電圧の包絡が脈動波形を呈し
ている。さらに、本発明の実施例では、一つ又は複数の脈動波形が完全な脈動波形であっ
てもよく、ピークカット処理された脈動波形であってもよい。例えば、第三の脈動波形の
電圧のピークは、図１６Ａに示すような完全な脈動波形であってもよく、図１６Ｂに示す
ようなピークカット処理された脈動波形であってもよい。さらに、充電の過程では、電池
の両端の電圧は、脈動波形の電圧をクランプする役割を有する。本発明の実施例では、一
つ又は複数の脈動波形は、クランプされて形成された脈動波形（具体的波形は、図３に示
すものである）であってもよく、第三の脈動波形の電圧は、充電過程において、例えばク
ランプされた脈動波形であってもよい。
【００５２】
　以下には、図面を参照して本発明の実施例に記載される端末用充電システム、電源アダ
プタ及び端末用充電方法を説明する。
【００５３】
　図１Ａ乃至図１４に示すように、本発明の実施例に記載される端末用充電システムは、
電源アダプタ１と端末２を含む。
【００５４】
　図２Ｂに示すように、電源アダプタ１は、第一の整流手段１０１、スイッチング手段１
０２、トランス１０３、第二の整流手段１０４、第一の充電インタフェース１０５、サン
プリング手段１０６と制御手段１０７を含む。第一の整流手段１０１は、入力された交流
電流（商用電力、例えばＡＣ２２０Ｖ）を整流し、例えば饅頭のような山型の波（饅頭状
波）電圧である第一の脈動波形の電圧を出力するためのものである。なお、図１Ａに示す
ように、第一の整流手段１０１は、四つのダイオードからなるフルブリッジ整流回路であ
ってもよい。スイッチング手段１０２は、制御信号に基づいて第一の脈動波形の電圧を変
調するためのものである。なお、スイッチング手段１０２がＭＯＳ電界効果トランジスタ
からなり、ＭＯＳ電界効果トランジスタをＰＷＭ（ＰｕｌｓｅＷｉｄｔｈＭｏｄｕｌａｔ
ｉｏｎ、パルス幅変調）制御し饅頭状波電圧をチョッパ変調するためのものである。トラ
ンス１０３は、変調された前記第一の脈動波形の電圧に基づいて第二の脈動波形の電圧を
出力するためのものであり、第二の整流手段１０４は、前記第二の脈動波形の電圧を整流
し第三の脈動波形の電圧を出力するためのものである。なお、第二の整流手段１０４は、
ダイオード又はＭＯＳ電界効果トランジスタからなり、２次側への同期整流を実現でき、
第三の脈動波形と変調された第一の脈動波形とを同期に維持することができる。説明すべ
きことは、第三の脈動波形と変調された第一の脈動波形を同期に維持することは、具体的
に、第三の脈動波形の位相を、変調された第一の脈動波形の位相を一致するように維持し
、第三の脈動波形の幅と変調された第一の脈動波形の幅とを、変化の傾向が一致するよう
に維持することを意味する。第一の充電インタフェース１０５は、第二の整流手段１０４
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に接続される。サンプリング手段１０６は、第二の整流手段１０４が出力した電圧及び／
又は電流をサンプリングし、電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値を取得す
るためのものである。制御手段１０７は、サンプリング手段１０６とスイッチング手段１
０２とにそれぞれ接続され、制御手段１０７は、制御信号をスイッチング手段１０２に出
力し、電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値に基づいて制御信号のデューテ
ィ比を調節し、この第二の整流手段１０４が出力した第三の脈動波形の電圧に充電の要求
を満たさせるためのものである。
【００５５】
　図２Ｂに示すように、端末２は、第二の充電インタフェース２０１と電池２０２を含み
、第二の充電インタフェース２０１が電池２０２に接続され、第二の充電インタフェース
２０１が第一の充電インタフェース１０５に接続される時に、第二の充電インタフェース
２０１は、第三の脈動波形の電圧を電池２０２に印加し、電池２０２を充電する。
【００５６】
　本発明の一実施例において、図１Ａに示すように、電源アダプタ１は、フライバック型
スイッチング電源を用いてもよい。具体的に、トランス１０３は、１次巻線と２次巻線を
含み、１次巻線の一側が第一の整流手段１０１の第一の出力端に接続され、第一の整流手
段１０１の第二の出力端が接地され、１次巻線の他側がスイッチング手段１０２に接続さ
れ（例えば、このスイッチング手段１０２は、ＭＯＳ電界効果トランジスタである場合に
、１次巻線の他側がＭＯＳ電界効果トランジスタのドレイン電極に接続され）、トランス
１０３は、変調された第一の脈動波形の電圧に基づいて第二の脈動波形の電圧を出力する
ためのものである。
【００５７】
　なお、トランス１０３は、高周波トランスであり、その動作の周波数が５０ＫＨｚ－２
ＭＨｚであり、高周波トランスは、変調された第一の脈動波形の電圧を２次に結合し、２
次巻線により出力するためのものである。本発明による実施例では、高周波トランスを採
用し、高周波トランスの体積が低周波トランス（低周波トランスは、低周波変成器と称し
、低周波は、主に商用電力の周波数を意味し、例えば、５０Ｈｚや６０Ｈｚの交流電流の
周波数を意味する）よりも小さい特徴により、電源アダプタ１の小型化を実現することが
できる。
【００５８】
　本発明による一実施例は、図１Ｂに示すように、上記電源アダプタ１は、フォワード型
スイッチング電源を採用してもよい。具体的に、トランス１０３は、第一巻線、第二巻線
と第三巻線を含み、第一巻線の同極性側が逆ダイオードにより第一の整流手段１０１の第
二の出力端に接続され、第一巻線の逆極性側が第二巻線の同極性側に接続された後に第一
の整流手段１０１の第一の出力端に接続され、第二巻線の逆極性側がスイッチング手段１
０２に接続され、第三巻線が第二の整流手段１０４に接続される。なお、逆ダイオードは
、逆方向ピークカットの役割を担い、第一巻線による誘導起電力は、逆ダイオードにより
逆起電力をリミッタし、リミッタされたエネルギーを第一の整流手段の出力に戻り、第一
の整流手段の出力を充電し、且つ、第一巻線を流す電流による電磁界は、トランスの鉄心
を消磁させ、トランスの鉄心における電磁界の強度を初期状態に戻すことができる。トラ
ンス１０３は、変調された第一の脈動波形の電圧に基づいて第二の脈動波形の電圧を出力
するためのものである。
【００５９】
　本発明による一実施例は、図１Ｃに示すように、上記電源アダプタ１は、プッシュプル
型スイッチング電源を採用してもよい。具体的に、前記トランスは、第一巻線、第二巻線
、第三巻線及び第四巻線を含み、前記第一巻線の同極性側が前記スイッチング手段に接続
され、前記第一巻線の逆極性側が前記第二巻線の同極性側に接続され後に前記第一の整流
手段の第一の出力端に接続され、前記第二巻線の逆極性側が前記スイッチング手段に接続
され、前記第三巻線の逆極性側が前記第四巻線の同極性側に接続され、前記トランスは、
変調された前記第一の脈動波形の電圧に基づいて第二の脈動波形の電圧を出力するための
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ものである。
【００６０】
　図１Ｃに示すように、スイッチング手段１０２は、第一のＭＯＳ電界効果トランジスタ
Ｑ１と第二のＭＯＳ電界効果トランジスタＱ２を含み、トランス１０３は、第一巻線、第
二巻線、第三巻線と第四巻線を含み、第一巻線の同極性側がスイッチング手段１０２にお
ける第一のＭＯＳ電界効果トランジスタＱ１のドレイン電極に接続され、第一巻線の逆極
性側が第二巻線の同極性側に接続され、かつ、第一巻線の逆極性側と第二巻線の同極性側
との間のノードが第一の整流手段１０１の第一の出力端に接続され、第二巻線の逆極性側
がスイッチング手段１０２における第二のＭＯＳ電界効果トランジスタＱ２のドレイン電
極に接続され、第一のＭＯＳ電界効果トランジスタＱ１のソース電極は、第二のＭＯＳ電
界効果トランジスタＱ２のソース電極に接続され後に第一の整流手段１０１の第二の出力
端に接続され、第三巻線の同極性側が第二の整流手段１０４の第一の入力端に接続され、
第三巻線の逆極性側が第四巻線の同極性側に接続され、かつ、第三巻線の逆極性側と第四
巻線の同極性側との間のノードに接地、第四巻線の逆極性側が第二の整流手段１０４の第
二の入力端に接続される。
【００６１】
　図１Ｃに示すように、第二の整流手段１０４の第一の入力端は、第三巻線の同極性側に
接続され、第二の整流手段１０４の第二の入力端は、第四巻線の逆極性側に接続され、第
二の整流手段１０４は、前記第二の脈動波形の電圧を整流し第三の脈動波形の電圧を出力
するためのものである。第二の整流手段１０４は、二つのダイオードを含み、一つのダイ
オードのアノードは、第三巻線の同極性側に接続され、もう一つのダイオードのアノード
は、第四巻線の逆極性側に接続され、二つダイオードは、カソードが接続される。
【００６２】
　本発明による一実施例は、図１Ｄに示すように、上記電源アダプタ１は、ハーフブリッ
ジ型スイッチング電源を採用してもよい。具体的に、スイッチング手段１０２は、第一の
ＭＯＳ電界効果トランジスタＱ１、第二のＭＯＳ電界効果トランジスタＱ２と第一のコン
デンサーＣ１、第二のコンデンサーＣ２を含み、第一のコンデンサーＣ１と第二のコンデ
ンサーＣ２は、直列接続された後に第一の整流手段１０１の出力端に並列接続され、第一
のＭＯＳ電界効果トランジスタＱ１と第二のＭＯＳ電界効果トランジスタＱ２は、直列接
続された後に第一の整流手段１０１の出力端に並列接続され、トランス１０３は、第一巻
線、第二巻線、第三巻線を含み、第一巻線の同極性側は、直列接続される第一のコンデン
サーＣ１と第二のコンデンサーＣ２との間のノードに接続され、第一巻線の逆極性側は、
直列接続される第一のＭＯＳ電界効果トランジスタＱ１と第二のＭＯＳ電界効果トランジ
スタＱ２との間のノードに接続され、第二巻線の同極性側は、第二の整流手段１０４の第
一の入力端に接続され、第二巻線の逆極性側は、第三巻線の同極性側に接続された後に接
地され、第三巻線の逆極性側は、第二の整流手段１０４の第二の入力端に接続される。ト
ランス１０３は、変調された前記第一の脈動波形の電圧に基づいて第二の脈動波形の電圧
を出力するためのものである。
【００６３】
　本発明による一実施例は、図１Ｅに示すように、上記電源アダプタ１は、フルブリッジ
型スイッチング電源をさらに採用してもよい。具体的に、スイッチング手段１０２は、第
一のＭＯＳ電界効果トランジスタＱ１、第二のＭＯＳ電界効果トランジスタＱ２、第三の
ＭＯＳ電界効果トランジスタＱ３、第四のＭＯＳ電界効果トランジスタＱ４を含み、第三
のＭＯＳ電界効果トランジスタＱ３は、第四のＭＯＳ電界効果トランジスタＱ４に直列接
続された後に第一の整流手段１０１の出力端に並列接続され、第一のＭＯＳ電界効果トラ
ンジスタＱ１は、第二のＭＯＳ電界効果トランジスタＱ２に直列接続された後に第一の整
流手段１０１の出力端に並列接続され、トランス１０３は、第一巻線、第二巻線及び第三
巻線を含み、第一巻線の同極性側は、直列接続される第三のＭＯＳ電界効果トランジスタ
Ｑ３と第四のＭＯＳ電界効果トランジスタＱ４との間のノードに接続され、第一巻線の逆
極性側は、直列接続される第一のＭＯＳ電界効果トランジスタＱ１と第二のＭＯＳ電界効
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果トランジスタＱ２との間のノードに接続され、第二巻線の同極性側は、第二の整流手段
１０４の第一の入力端に接続され、第二巻線の逆極性側は、第三巻線の同極性側に接続さ
れた後に接地され、第三巻線の逆極性側は、第二の整流手段１０４の第二の入力端に接続
される。トランス１０３は、変調された前記第一の脈動波形の電圧に基づいて第二の脈動
波形の電圧を出力するためのものである。
【００６４】
　従って、本発明の実施例では、上記電源アダプタ１は、フライバック型スイッチング電
源、フォワード型スイッチング電源、プッシュプル型スイッチング電源、ハーフブリッジ
型スイッチング電源とフルブリッジ型スイッチング電源のいずれか一つを採用して脈動波
形の電圧を出力してもよい。
【００６５】
　さらに、図１Ａに示すように、第二の整流手段１０４は、トランス１０３の２次巻線に
接続され、第二の整流手段１０４は、第二の脈動波形の電圧を整流し第三の脈動波形の電
圧を出力するためのものである。なお、第二の整流手段１０４は、ダイオードからなり、
第三の脈動波形と、変調された第一の脈動波形とを同期に維持するように、２次同期整流
を実現する。説明すべきことは、第三の脈動波形と変調された第一の脈動波形とを同期に
維持することは、具体的に、第三の脈動波形と変調された第一の脈動波形とを、位相が一
致するように維持し、第三の脈動波形と変調された第一の脈動波形とを幅の変化傾向が一
致するように維持することを意味する。第一の充電インタフェース１０５は、第二の整流
手段１０４に接続され、サンプリング手段１０６は、第二の整流手段１０４が出力した電
圧及び／又は電流をサンプリングし、電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値
を取得するためのものである。制御手段１０７は、サンプリング手段１０６とスイッチン
グ手段１０２にそれぞれ接続され、制御手段１０７は、制御信号をスイッチング手段１０
２に出力し、電圧のサンプリング値及び／又は電流のサンプリング値に基づいて制御信号
のデューティ比を調節し、この第二の整流手段１０４が出力した第三の脈動波形の電圧に
充電の要求を満たさせるためのものである。
【００６６】
　図１Ａに示すように、端末２は、第二の充電インタフェース２０１と電池２０２を含み
、第二の充電インタフェース２０１が電池２０２に接続され、なお、第二の充電インタフ
ェース２０１は、第一の充電インタフェース１０５に接続される時に、第三の脈動波形の
電圧を電池２０２に印加し、電池２０２を充電する。
【００６７】
　なお、説明すべきことは、第三の脈動波形の電圧に充電の要求を満たさせることは、第
三の脈動波形の電圧と電流が、電池を充電する際の充電電圧と充電電流を満たすことを意
味する。つまり、制御手段１０７は、サンプリングされた、電源アダプタが出力した、電
圧及び／又は電流に基づいて例えばＰＷＭ信号のデューティ比の制御信号を調節し、リア
ルタイムに第二の整流手段１０４の出力を調整し、閉回路を調節するように制御し、第三
の脈動波形の電圧に端末２の充電の要求を満たさせ、電池２０２を安全かつ確実に充電さ
せる。具体的に、図３に示すように、ＰＷＭ信号のデューティ比により電池２０２に出力
された充電電圧波形を調節し、図４に示すように、ＰＷＭ信号のデューティ比により、電
池２０２に出力された充電電流波形を調節する。
【００６８】
　理解可能なことは、ＰＷＭ信号のデューティ比を調節するときに、電圧サンプリング値
、電流サンプリング値、或いは、電圧サンプリング値と電流サンプリング値に基づいて調
節用のコマンドを生成することができる。
【００６９】
　従って、本発明による実施例では、制御スイッチング手段１０２により、整流された第
一の脈動波形の電圧である饅頭状波電圧についてＰＷＭチョッパ変調を直接に行い、高周
波トランスに出力し、高周波トランスにより１次が２次に結合され、そして同期して整流
した後に、饅頭状波電圧／電流に戻り、直接に電池へ出力し、電池に対する急速充電を実
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現することができる。なお、饅頭状波の電圧値は、ＰＷＭ信号のデューティ比に基づいて
調節され、電源アダプタの出力に電池の充電の要求を満たさせることを実現する。故に、
本発明の実施例の電源アダプタは、１次と２次の電解コンデンサーを省略し、饅頭状波電
圧により電池を直接充電することにより、電源アダプタの体積を小さくすることができる
と共に、電源アダプタを小型化させ、コストを大幅に削減させることができる。
【００７０】
　なお、本発明の一つ具体的な例示では、制御手段１０７は、スイッチ駆動制御機能、同
期整流機能、電圧電流調節制御機能が集積されるマイクロプロセッサであるＭＣＵ（Ｍｉ
ｃｒｏＣｏｎｔｒｏｌｌｅｒＵｎｉｔ）であってもよい。
【００７１】
　本発明による一実施例では、制御手段１０７は、電圧サンプリング値及び／又は電流サ
ンプリング値に基づいて制御信号の周波数を調節するためのものである。即ち、スイッチ
ング手段１０２に出力されるＰＷＭ信号を、継続的にある時間出力させた後に、出力を所
定時間停止させた後に、ＰＷＭ信号の出力を再度開始するように制御し、電池に印加され
た電圧を間欠的なものにして、電池を間欠的充電することにより、電池が継続に充電され
る場合に発熱が深刻問題になり安全に影響が与えられてしまうことを避け、電池を充電す
る信頼性と安全性を向上させることができる。
【００７２】
　リチウム電池は、低温を条件とすると、リチウム電池自体のイオンと電子に電気伝導の
能力が降下することにより、充電過程に分極程度が深刻となり、継続充電する形態にこの
分極の現象がより明らかに現れ、同時にリチウム析出の可能性が高くなり、電池の安全性
能に影響を与えてしまう。しかも、継続充電は、充電による熱量が次第に蓄積され、電池
内部の温度が次第に上がり、温度があるしきい値を超えた時に、電池性能の発揮に制限を
掛け、それと共に、安全性のリスクが高くなる。
【００７３】
　本発明の実施例では、制御信号の周波数を調節することにより、電源アダプタを間欠に
出力させ、即ち、電池充電の過程に電池休眠過程を導入し、継続充電時に分極によるリチ
ウム析出現象を緩和させ、かつ、熱量の継続蓄積による影響を抑制し、降温の効果を実現
し、電池充電の確実性と安全性を確保することができる。
【００７４】
　なお、スイッチング手段１０２に出力された制御信号は、図５に示すように、まず、Ｐ
ＷＭ信号を継続してある時間に出力させ、そして、出力をある時間に停止させ、ＰＷＭ信
号を継続してある時間に出力させ、スイッチング手段１０２に出力された制御信号を間欠
に、かつ、周波数を調整できるようにすることができる。
【００７５】
　図１Ａに示すように、制御手段１０７が第一の充電インタフェース１０５に接続され、
制御手段１０７は、さらに、第一の充電インタフェース１０５を介して端末２と通信し端
末２の状態情報を取得するためのものである。そして、制御手段１０７は、さらに、端末
の状態情報、電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値に基づいて例えばＰＷＭ
信号のデューティ比の制御信号を調節するためのものである。
【００７６】
　なお、端末の状態情報は、前記電池の電力量、前記電池の温度、前記電池の電圧、前記
端末のインタフェース情報、前記端末の回路インピーダンスの情報などを含む。
【００７７】
　具体的に、第一の充電インタフェース１０５は、電池を充電するための電源線、及び、
端末と通信するためのデータ線を含む。第二の充電インタフェース２０１が第一の充電イ
ンタフェース１０５に接続される時に、電源アダプタ１と端末２との間に通信問い合わせ
コマンドを互いに送信し、対応する応答コマンドを受信した後に、電源アダプタ１と端末
２との間に通信の接続を形成することができる。制御手段１０７は、端末２の状態情報を
取得し、端末２との充電モード及び充電パラメータ（例えば、充電電流や充電電圧）を特
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定し、充電の過程を制御する。
【００７８】
　なお、電源アダプタ及び／又は端末が許容する充電モードは、普通充電モードと急速充
電モードを含む。急速充電モードは、充電速度が普通充電モードよりも大きい（例えば、
急速充電モードは、充電電流が普通充電モードよりも大きい）。一般的に、普通充電モー
ドは、定格出力電圧が５Ｖであり、定格出力電流が２．５Ａ以下の充電モードである。ま
た、普通充電モードでは、電源アダプタに出力ポートにおけるデータ線のＤ＋とＤ－を短
絡する可能性がある。しかしながら、本発明の実施例に、急速充電モードでは、短絡の可
能性が無くなる。本発明の実施例に、急速充電モードでは、電源アダプタがデータ線のＤ
＋とＤ－により、端末と通信しデータを受送信し、つまり、電源アダプタと端末との間に
急速充電コマンドを互いに送信することができる。電源アダプタは、急速充電問い合わせ
コマンドを端末に送信し、端末の急速充電応答コマンドを受信したら、端末の応答コマン
ドに基づいて、端末の状態情報を取得し、急速充電モードを開始する。急速充電モードで
は、充電電流が２．５Ａよりも大きくてもよい、例えば、４．５Ａ或いは更なる大きい値
に達してもよい。しかし、本発明の実施例は、普通充電モードが具体的に限定されておら
ず、電源アダプタに二つの充電モードを有し、一つの充電モードは、充電速度（又は電流
）がもう一つの充電モードより大きければ、充電速度が遅い充電モードを普通充電モード
として理解してもよい。
【００７９】
　言い換えれば、制御手段１０７は、第一の充電インタフェース１０５を介して端末２と
通信して急速充電モードと普通充電モードを含む充電モードを特定する。
【００８０】
　具体的に、前記電源アダプタと端末がユニバーサルシリアルバス（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
ＳｅｒｉａｌＢｕｓ、ＵＳＢ）インタフェースを介して接続され、このＵＳＢインタフェ
ースは普通のＵＳＢインタフェースであってもよく、ｍｉｃｒｏＵＳＢインタフェースで
あってもよい。ＵＳＢインタフェースのデータ線である第一の充電インタフェースのデー
タ線は、前記電源アダプタと前記端末との双方向通信に用いられ、このデータ線は、ＵＳ
ＢインタフェースにおけるＤ＋線及び／又はＤ－線であり、双方向通信とは、電源アダプ
タと端末が両者に情報のやり取りを行うことを意味する。
【００８１】
　なお、前記電源アダプタは、前記ＵＳＢインタフェースのデータ線を介して前記端末と
双方向通信し、前記急速充電モードを特定して前記端末を充電する。
【００８２】
　説明すべきことは、電源アダプタと端末が急速充電モードで前記端末を充電するかどう
かを特定する過程では、電源アダプタは、充電せずに端末との接続を維持している状態を
意味してもよく、普通充電モードで端末を充電したり、小電流により端末を充電したりす
ることもよい。本発明の実施例は、それに具体的に限定されていない。
【００８３】
　前記電源アダプタは、充電電流を前記急速充電モードに対応する充電電流に調整し、前
記端末を充電する。電源アダプタは、急速充電モードで端末を充電すると特定した後に、
直接に充電電流を急速充電モードに対応する充電電流に調整してもよく、端末と協議して
急速充電モードの充電電流を特定してもよい。例えば、端末における電池の現在電力量に
基づいて急速充電モードに対応する充電電流を特定することができる。
【００８４】
　本発明の実施例では、電源アダプタがむやみに出力電流を増加させて急速充電を行うこ
となく、端末と双方向通信し、急速充電モードを採用するかどうかを特定する必要がある
。故に、従来技術に比べると急速充電過程の安全性を向上させることができる。
【００８５】
　選択的に、一実施例として、制御手段１０７は、前記第一の充電インタフェースのデー
タ線を介して前記端末と双方向通信し前記急速充電モードを特定して前記端末を充電する
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時に、前記制御手段は、前記端末が前記急速充電モードを開始するかどうかを問い合わせ
るための第一のコマンドを前記端末に送信し、前記制御手段は、前記端末が前記急速充電
モードの開始を許可する旨を示すための前記第一のコマンドの応答コマンドを前記端末か
ら受信する。
【００８６】
　選択的に、一実施例として、前記制御手段が前記端末に前記第一のコマンドを送信する
前に、前記電源アダプタと前記端末との間に前記普通充電モードで充電され、前記制御手
段は、前記普通充電モードの充電時間が予め設定されたしきい値よりも大きいと特定した
後に、前記端末に前記第一のコマンドを送信する。
【００８７】
　理解すべきことは、電源アダプタは、前記普通充電モードの充電時間が予め設定された
しきい値よりも大きいと特定した後に、電源アダプタは、端末が自体を電源アダプタとし
て識別し、急速充電問い合わせ通信を開始することが可能であると判断することができる
。
【００８８】
　選択的に、一実施例として、前記電源アダプタは、予め設定された電流しきい値以上の
充電電流で所定時間充電されたと特定した後に、前記端末に前記第一のコマンドを送信す
る。
【００８９】
　選択的に、一実施例として、前記制御手段は、さらに、前記スイッチング手段を制御す
ることにより前記電源アダプタに充電電流を前記急速充電モードに対応する充電電流に調
整させるように制御し、前記電源アダプタが前記急速充電モードに対応する充電電流で前
記端末を充電する前に、前記第一の充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双
方向通信し、前記急速充電モードに対応する充電電圧を特定し、前記電源アダプタに充電
電圧を前記急速充電モードに対応する充電電圧に調整させるように制御するためのもので
ある。
【００９０】
　選択的に、一実施例として、前記制御手段は、前記第一の充電インタフェースのデータ
線を介して前記端末と双方向通信し、前記急速充電モードに対応する充電電圧を特定する
時に、前記制御手段は、前記電源アダプタの現在出力電圧を前記急速充電モードの充電電
圧として適当であるかどうかを問い合わせるための第二のコマンドを前記端末に送信し、
前記制御手段は、前記端末が送信した、前記電源アダプタの現在出力電圧が適当であるか
、高いか又は低いかを示すための前記第二のコマンドの応答コマンドを受信し、前記制御
手段は、前記第二のコマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モードの充電電圧
を特定する。
【００９１】
　選択的に、一実施例として、前記制御手段は、前記電源アダプタを制御し充電電流を前
記急速充電モードに対応する充電電流に調整する前に、さらに、前記第一の充電インタフ
ェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信し、前記急速充電モードに対応する充電
電流を特定する。
【００９２】
　選択的に、一実施例として、前記制御手段は、前記第一の充電インタフェースのデータ
線を介して前記端末と双方向通信し、前記急速充電モードに対応する充電電流を特定する
時に、前記制御手段は、前記端末が現在許容する最大充電電流を問い合わせるための第三
のコマンドを前記端末に送信し、前記制御手段は、前記端末が送信した、前記端末が現在
許容する最大充電電流を示すための前記第三のコマンドの応答コマンドを受信し、前記制
御手段は、前記第三のコマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モードの充電電
流を特定する。
【００９３】
　電源アダプタは、上記最大充電電流を直接に、急速充電モードの充電電流として特定し
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、或いは、充電電流をこの最大充電電流のある電流値よりも小さい電流に設定してもよい
。
【００９４】
　選択的に、一実施例として、前記電源アダプタは、前記急速充電モードで前記端末を充
電する過程において、前記制御手段は、さらに、前記第一の充電インタフェースのデータ
線を介して前記端末と双方向通信し、前記スイッチング手段を制御して、前記電源アダプ
タが電池に出力した充電電流を継続して調整する。
【００９５】
　電源アダプタは、端末の電池電圧、電池電力量などの端末の現在状態情報を継続して問
い合わせ、電源アダプタが電池に出力した充電電流を継続して調整する。
【００９６】
　選択的に、一実施例として、前記制御手段は、前記第一の充電インタフェースのデータ
線を介して前記端末と双方向通信し、前記スイッチング手段を継続に制御し、前記電源ア
ダプタが電池に出力した充電電流を継続して調整する時に、前記制御手段は、前記端末内
の電池の現在電圧を問い合わせるための第四のコマンドを前記端末に送信し、前記制御手
段は、前記端末が送信した、前記端末内の電池の現在電圧を示すための前記第四のコマン
ドの応答コマンドを受信し、前記制御手段は、前記電池の現在電圧に基づいて、前記スイ
ッチング手段を制御し、前記電源アダプタが電池に出力した充電電流を調整する。
【００９７】
　選択的に、一実施例として、前記制御手段は、前記電池の現在電圧、及び、予め設定さ
れた電池電圧値と充電電流値との対応関係に基づいて、前記スイッチング手段を制御し、
前記電源アダプタが電池に出力した充電電流を電池の現在電圧に対応する充電電流値に調
整する。
【００９８】
　具体的に、電源アダプタは、電池電圧値と充電電流値との対応関係を予め保存する。電
源アダプタは、前記第一の充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信
し、端末側から、端末内に記憶された電池電圧値と充電電流値との対応関係を取得する。
【００９９】
　選択的に、一実施例として、前記電源アダプタが前記急速充電モードで前記端末を充電
する過程において、前記制御手段は、さらに、前記第一の充電インタフェースのデータ線
を介して前記端末と双方向通信し、前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電イン
タフェースとの間に接触不良があるかどうかを特定し、なお、前記第一の充電インタフェ
ースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触不良があると特定した時に、前記制御
手段は、前記電源アダプタに前記急速充電モードを停止させるように制御する。
【０１００】
　選択的に、一実施例として、前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフ
ェースとの間に接触不良があるかどうかを特定する前に、前記制御手段は、さらに、前記
端末から前記端末の回路インピーダンスを示すための情報を受信し、前記制御手段は、前
記端末内の電池の電圧を問い合わせるための第四のコマンドを前記端末に送信し、前記制
御手段は、前記端末が送信した、前記端末内の電池の電圧を示すための前記第四のコマン
ドの応答コマンドを受信し、前記制御手段は、前記電源アダプタの出力電圧と前記電池の
電圧に基づいて、前記電源アダプタから前記電池までの回路インピーダンスを特定し、前
記制御手段は、前記電源アダプタから前記電池までの回路インピーダンス、前記端末の回
路インピーダンス、及び前記電源アダプタと前記端末との間の充電線線路の回路インピー
ダンスに基づいて、前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの
間に接触不良があるかどうかを特定する。
【０１０１】
　端末は、予めその回路インピーダンスを記録しておく。例えば、同じ規格の端末は、構
造が同じであるため、出荷が設定される時、この端末の回路インピーダンスが同一値に設
定される。同様に、電源アダプタは、予め充電線路の回路インピーダンスを記録しておく
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ことが可能である。電源アダプタは、端末の電池の両端の電圧を取得した時に、電源アダ
プタから電池の両端までの電圧降下及び回路電流に基づいて、回路全体の回路インピーダ
ンスを特定し、回路全体の回路インピーダンス＞端末の回路インピーダンス＋充電線路の
回路インピーダンス、又は、回路全体の回路インピーダンス－（端末の回路インピーダン
ス＋充電線路の回路インピーダンス）＞インピーダンスしきい値となる場合に、前記第一
の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触不良があると特定で
きる。
【０１０２】
　選択的に、一実施例として、前記電源アダプタが前記急速充電モードを停止する前に、
前記制御手段は、前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの間
に接触不良があるかどうかの旨を示すための第五のコマンドを前記端末に送信する。
【０１０３】
　電源アダプタは、第五のコマンドを送信した後に、急速充電モードを終わらせ、又は、
リセットすることができる。
【０１０４】
　以上、電源アダプタの視点から、本発明の実施例による急速充電過程を詳しく説明した
。以下に、端末の視点から、本発明の実施例による急速充電過程を説明する。
【０１０５】
　理解すべきことは、端末側に記載される電源アダプタは、端末とのやり取りや関連の特
徴、機能などが電源アダプタ側の記載と互いに対応し、表現を簡潔にするように、重複さ
れている記載が適切に省略される。
【０１０６】
　本発明による一実施例は、図１３に示すように、端末２が充電制御スイッチ２０３とコ
ントローラー２０４をさらに含み、充電制御スイッチ２０３は、例えば電子スイッチ機器
からなるスイッチ回路であり、第二の充電インタフェース２０１と電池２０２との間に接
続され、充電制御スイッチ２０３は、コントローラー２０４の制御で電池２０２の充電過
程をオフ・オンに制御する。従って、端末側から電池２０２の充電過程を制御し、電池２
０２への充電を安全かつ確実に保証することができる。
【０１０７】
　かつ、図１４に示すように、端末２は、第二の充電インタフェース２０１と第一の充電
インタフェース１０５を介してコントローラー２０４と制御手段１０７との間の双方向通
信を形成するための通信手段２０５をさらに含む。即ち、端末２と電源アダプタ１とは、
ＵＳＢインタフェースのデータ線を介して双方向通信することができる。前記端末２は、
普通充電モードと急速充電モードを有し、前記急速充電モードの充電電流は、前記普通充
電モードの充電電流よりも大きい。前記通信手段２０５は、前記制御手段１０７と双方向
通信し前記電源アダプタ１に前記急速充電モードで前記端末２を充電させ、前記制御手段
１０７は、前記電源アダプタ１に前記急速充電モードに対応する充電電流を出力させ、前
記端末２内の電池２０２を充電させるように制御する。
【０１０８】
　本発明の実施例では、電源アダプタ１がむやみに出力電流を増加させて急速充電するこ
となく、端末２と双方向通信し、急速充電モードを採用するかどうかを特定する必要があ
る。故に、従来技術に比べると、急速充電過程の安全性を向上させることができる。
【０１０９】
　選択的に、一実施例として、前記コントローラーは、通信手段により前記制御手段が送
信した、前記端末が前記急速充電モードを開始するかどうかを問い合わせための第一のコ
マンドを受信し、前記コントローラーは、通信手段により、前記端末が前記急速充電モー
ドの開始を許可する旨を示すための前記第一のコマンドの応答コマンドを前記制御手段に
送信する。
【０１１０】
　選択的に、一実施例として、前記コントローラーは、通信手段により前記制御手段が送
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信した、第一のコマンドを受信する前に、前記電源アダプタが前記普通充電モードで前記
端末内の電池を充電し、前記制御手段は、前記普通充電モードの充電時間が予め設定され
たしきい値よりも大きいと特定した後に、前記制御手段は、端末内の通信手段に前記第一
のコマンドを送信し、前記コントローラーは、通信手段により前記制御手段が送信した、
前記第一のコマンドを受信する。
【０１１１】
　選択的に、一実施例として、前記電源アダプタは、前記急速充電モードに対応する充電
電流を出力し、前記端末内の電池を充電する前に、前記コントローラーは、通信手段を介
して前記制御手段と双方向通信し、前記電源アダプタが前記急速充電モードに対応する充
電電圧を特定する。
【０１１２】
　選択的に、一実施例として、前記コントローラーは、前記制御手段が送信した、前記電
源アダプタの現在出力電圧を前記急速充電モードの充電電圧として適当であるかどうかを
問い合わせるための第二のコマンドを受信し、前記コントローラーは、前記電源アダプタ
の現在出力電圧が適当であるか、高いか又は低いかを示すための前記第二のコマンドの応
答コマンドを前記制御手段に送信する。
【０１１３】
　選択的に、一実施例として、前記コントローラーは、前記制御手段と双方向通信し、前
記電源アダプタに前記急速充電モードに対応する充電電流を特定させる。
【０１１４】
　なお、前記コントローラーは、前記制御手段が送信した、前記端末が現在許容する最大
充電電流を問い合わせるための第三のコマンドを受信し、前記コントローラーは、前記端
末内の電池現在許容の最大充電電流を示すための前記第三のコマンドの応答コマンドを前
記制御手段に送信し、前記電源アダプタに前記最大充電電流に基づいて前記急速充電モー
ドに対応する充電電流を特定させる。
【０１１５】
　選択的に、一実施例として、前記電源アダプタが前記急速充電モードで前記端末を充電
する過程には、前記コントローラーが前記制御手段と双方向通信し、前記電源アダプタに
前記電源アダプタが電池に出力した充電電流を継続して調整させる。
【０１１６】
　なお、前記コントローラーは、前記制御手段が送信した、前記端末内の電池の現在電圧
を問い合わせるための第四のコマンドを受信し、前記コントローラーは、前記端末内の電
池の現在電圧を示すための前記第四のコマンドの応答コマンドを、前記制御手段に送信し
、前記電源アダプタに前記電池の現在電圧に基づいて前記電源アダプタが電池に出力した
充電電流を継続して調整させる。
【０１１７】
　選択的に、一実施例として、前記電源アダプタは、前記急速充電モードで前記端末を充
電する過程には、前記コントローラーは、通信手段により前記制御手段と双方向通信し、
前記電源アダプタに前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの
間に接触不良があるかどうかを特定させる。
【０１１８】
　なお、前記コントローラーは、前記制御手段が送信した、前記端末内の電池の現在電圧
を問い合わせるための第四のコマンドを受信し、前記コントローラーは、前記端末内の電
池の現在電圧を示すための前記第四のコマンドの応答コマンドを前記制御手段に送信し、
前記制御手段に前記電源アダプタの出力電圧と前記電池の現在電圧に基づいて、前記第一
の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触不良があるかどうか
を特定させる。
【０１１９】
　選択的に、一実施例として、前記コントローラーは、前記制御手段が送信した、前記第
一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触不良があるかどう
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かの旨を示すための第五のコマンドを受信する。
【０１２０】
　電源アダプタは、急速充電モードを開始するために、端末との急速充電通信処理を開始
し、一回又は複数回のハンドシェイクを行い、電池への急速充電を実現することができる
。以下に図６に基づいて、本発明の実施例の急速充電通信の流れ、及び、急速充電過程に
含まれる各段階を詳しく説明する。理解すべきことは、図６に示す通信過程又は操作が例
示に過ぎず、本発明の実施例について他の操作や図６の各種類の操作を変更可能である。
また、図６の各段階は、図６に示されるものと異なる順番に従って行ってもよく、必ず図
６の操作全体を行うわけではない。なお、説明すべきことは、図６の曲線は、実際の充電
電流の曲線ではなく、充電電流のピーク又は平均値の変化傾向を示すものである。
【０１２１】
　図６に示すように、急速充電過程は、五つの段階を含む。
【０１２２】
　段階１
　端末は、電源供給装置に接続された後に、データ線Ｄ＋、Ｄ－により電源供給装置の種
類を検出し、電源供給装置が電源アダプタであると検出した時に、端末に受け取られる電
流が予め設定された電流しきい値Ｉ２（例えば１Ａである）よりも大きくすることができ
る。電源アダプタは、所定時間（例えば、継続するＴ１時間）内に電源アダプタの出力電
流がＩ２以上であると検出した場合に、電源供給装置の種類に対する端末の識別を電源ア
ダプタが完了したと判断でき、電源アダプタがアダプタと端末との間のハンドシェイクを
開始し、電源アダプタがコマンド１（上記第一のコマンドに対応する）を送信し、端末が
急速充電モード（瞬間充電とも称する）開始するかどうかを問い合わせる。
【０１２３】
　電源アダプタは、端末が急速充電モードの開始を許可しない旨を示す端末の応答コマン
ドを受信した時に、電源アダプタの出力電流を再度検出し、電源アダプタの出力電流が予
め設定された継続時間内（例えば、継続するＴ１時間）に依然としてＩ２以上である時に
、端末が急速充電モードを開始するかどうかを再度問い合わせ、端末が応答して急速充電
モードの開始を許可するか、又は、電源アダプタの出力電流がＩ２以上の条件を満たさな
くなるまで、段階１の上記ステップを繰り返す。
【０１２４】
　端末は、急速充電モードの開始を許可した後に、急速充電過程を開始し、急速充電通信
の流れを第２の段階に移行する。
【０１２５】
　段階２
　電源アダプタが出力した饅頭状波電圧は、複数のレベルを含むことができる。電源アダ
プタは、端末にコマンド２（上記第二のコマンドに対応する）を送信し、電源アダプタの
出力電圧が電池現在電圧（又は、適当であるかどうか、即ち、急速充電モードでの充電電
圧として適当であるかどうか）とマッチングしているかどうか、即ち、充電の要求を満た
すかどうかを端末に問い合わせる。
【０１２６】
　端末は、電源アダプタの出力電圧が高いか又は低いか又はマッチングしているかを応答
し、電源アダプタが、端末からアダプタの出力電圧が高いか又は低いか旨のフィードバッ
クを受信した場合に、制御手段は、ＰＷＭ信号のデューティ比を調節することにより、電
源アダプタの出力電圧を他のレベルに調整し、端末にコマンド２を再度送信し、電源アダ
プタの出力電圧がマッチングしているかどうかを端末に再度問い合わせる。
【０１２７】
　電源アダプタの出力電圧が適当なレベルに位置することを端末が応答するまで、段階２
における上記のステップを繰り返し、その後、第３段階に移行する。
【０１２８】
　段階３
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　電源アダプタは、端末より、電源アダプタの出力電圧がマッチングしている旨を応答し
たフィードバックを受信した後に、電源アダプタは、端末にコマンド３（上記第三のコマ
ンドに対応する）を送信し、端末が現在許容する最大充電電流を問い合わせ、端末が現在
許容の最大充電電流値を電源アダプタに応答したら、第４の段階に移行する。
【０１２９】
　段階４
　電源アダプタは、端末が応答した、現在許容の最大充電電流値のフィードバックを受信
すると、その出力電流基準値を設置し、制御手段１０７は、この電流基準値に基づいてＰ
ＷＭ信号のデューティ比を調節し、電源アダプタの出力電流に端末充電電流の要求を満た
させ、定電流段階に移行することができる。ここで、定電流段階とは、電源アダプタの出
力電流ピーク又は平均値が基本に変化せずに維持し（つまり、出力電流ピーク又は平均値
の変化度合は、極めて小さい、例えば、出力電流ピーク又は平均値の５％の範囲で変化す
る）、つまり、第三の脈動波形の電流ピークが周期ごとに一定に維持されることを意味す
る。
【０１３０】
　段階５
　電源アダプタは、電流が一定に変化する段階に移行された時に、ある時間帯毎に、コマ
ンド４（上記第四のコマンドに対応する）を送信し、電池の現在電圧を端末に問い合わせ
、端末は電源アダプタに電池の現在電圧をフィードバックし、電源アダプタは、端末によ
る端末電池の現在電圧についてのフィードバックに基づいて、ＵＳＢ接触、即ち、第一の
充電インタフェースと第二の充電インタフェースとの間に接触不良があるかどうか、及び
、端末の現在の充電電流値を下げる必要があるかどうかを判断する。電源アダプタは、Ｕ
ＳＢに接触不良があると判断し、コマンド５（上記第五のコマンドに対応する）を送信し
た後に、リセットして段階１に再度移行する。
【０１３１】
　選択的に、幾つかの実施例では、段階１において、端末がコマンド１を応答する時に、
コマンド１に対応するデータにこの端末の回路インピーダンスのデータ（又は情報）を追
加することができる。端末回路インピーダンスデータは、段階５にＵＳＢに接触不良があ
るかどうかを判断するためのものである。
【０１３２】
　選択的に、幾つかの実施例では、段階２において、端末が急速充電モードの開始を許可
してから、電源アダプタが電圧を適当値に調整するまでの時間を、ある範囲に制御し、こ
の時間が予め設定された範囲を超えたら、端末は、問い合わせに異常があったと判断でき
、急速充電のリセットを行うことができる。
【０１３３】
　選択的に、幾つかの実施例では、段階２において、電源アダプタの出力電圧を電池現在
電圧よりもΔＶ（ΔＶは約２００～５００ｍＶであり）高い電圧に調整した時に、端末は
、電源アダプタに、電源アダプタの出力電圧が適当／マッチングしている旨をフィードバ
ックする。なお、端末は、電源アダプタに、電源アダプタの出力電圧が適当ではない（即
ち、高いか又は低いか）旨をフィードバックした時に、制御手段１０７は、電圧サンプリ
ング値に基づいてＰＷＭ信号のデューティ比を調節し、電源アダプタの出力電圧を調整す
る。
【０１３４】
　選択的に、幾つかの実施例では、段階４において、電源アダプタの出力電流値の大きさ
を調整する速度を、ある範囲に制御することで、調整速度が速すぎることによる急速充電
の異常中断を避けることができる。
【０１３５】
　選択的に、幾つかの実施例では、段階５において、電源アダプタの出力電流値の大きさ
の変化度合が５％以内に制御されたら、定電流段階にあると判断され得る。
【０１３６】
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　選択的に、幾つかの実施例では、段階５において、電源アダプタがリアルタイムに充電
回路インピーダンスを測定し、電源アダプタの出力電圧、現在充電電流及び取得された端
末電池電圧を測定することにより、充電回路全体のインピーダンスを測定する。充電回路
インピーダンス＞端末回路インピーダンス＋急速充電データ線インピーダンス、というこ
とが測定されたら、ＵＳＢに接触不良があると判断でき、急速充電をリセットする。
【０１３７】
　選択的に、幾つかの実施例では、急速充電モードが始まった後に、電源アダプタと端末
との間の通信時間の間隔を、ある範囲に制御することにより、急速充電のリセットの発生
を避けることができる。
【０１３８】
　選択的に、幾つかの実施例では、急速充電モード（又は、急速充電過程）の停止は、回
復可能停止、及び、回復不可能停止に分けられている。
【０１３９】
　例えば、端末は、電池が１００％充電されたこと、又は、ＵＳＢに接触不良があるのを
検出した時に、急速充電が停止してリセットし、段階１に移行する。端末は、急速充電モ
ードの開始を許可しない。急速充電通信は、段階２に移行しない。この場合、急速充電過
程の停止は、回復不可能停止として見なされてもよい。
【０１４０】
　なお、端末と電源アダプタとの間に通信異常が発生した時に、急速充電を停止して、リ
セットして段階１に移行し、段階１の要求を満たした後に、端末が急速充電モードの開始
を許可し、急速充電過程に戻る。この場合に、急速充電過程の停止は、回復可能停止とし
て見なされてもよい。
【０１４１】
　また、例えば、端末は、電池に異常が発生したと検出した時に、急速充電を停止して、
段階１に移行するようにリセットし、段階１に移行した後に、端末は急速充電モードの開
始を許可しない。電池が正常に戻り、かつ、段階１の要求が満たされた後に、端末は、急
速充電の開始を許可し、急速充電過程に戻る。この場合には、急速充電過程の停止は、回
復可能停止として見なされてもよい。
【０１４２】
　特に説明すべきことは、図６に示す通信過程又は操作は、例示に過ぎない。例示すると
、段階１において、端末がアダプタに接続された後に、端末により、端末とアダプタとの
間のハンドシェイクの通信を行ってもよい。即ち、コマンド１を送信しアダプタが急速充
電モード（瞬間充電とも称する）を開始するかどうかを問い合わせ、端末は、電源アダプ
タが急速充電モードの開始を許可する旨を示す電源アダプタの応答コマンドを受信した時
に、急速充電過程が始まる。
【０１４３】
　特に説明すべきことは、以上の図６に示す通信過程又は操作は、例示に過ぎない。例示
すると、段階５の後に、定電圧充電段階を含んでもよい。即ち、段階５で、端末は、電源
アダプタに端末電池の現在電圧をフィードバックし、端末電池の電圧が次第に上がり、前
記端末電池の現在電圧が定電圧充電電圧のしきい値に達した時に、充電が定電圧充電段階
に移行し、制御手段１０７は、この電圧基準値（即ち、定電圧充電電圧のしきい値）に基
づいてＰＷＭ信号のデューティ比を調節して、電源アダプタの出力電圧に端末充電電圧の
要求を満たさせ、基本に電圧を一定に変化するように維持する。定電圧充電段階において
、充電電流が次第に下がり、電流があるしきい値まで下がった時に、充電が終わり、この
場合に、電池が１００％充電されることを表す。なお、ここで、定電圧充電とは、第三の
脈動波形のピーク電圧が一定に維持されることを意味する。
【０１４４】
　理解可能なことは、本発明による実施例では、電源アダプタの出力電圧を取得すること
において、取得されるのは第三の脈動波形のピーク電圧又は電圧平均値であり、電源アダ
プタの出力電流を取得することにおいて取得されるのは第三の脈動波形のピーク電流又は
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電流平均値である。
【０１４５】
　本発明の一実施例において、図７Ａに示すように、電源アダプタ１は、第二の整流手段
１０４の第一の出力端に接続され、直列接続される制御可能スイッチ１０８とフィルタ手
段１０９をさらに含み、なお、制御手段１０７は、充電モードが普通充電モードとして特
定された時に、制御可能スイッチ１０８をオンに制御する一方、充電モードが急速充電モ
ードとして特定された時に、制御可能スイッチ１０８をオフに制御するためのものである
。しかも、第二の整流手段１０４の出力端に一つのグループ又は複数のグループの小型コ
ンデンサーをさらに並列接続することができる。そうすれば、ノイズを削減すると共に、
サージ現象を抑制することができる。或いは、第二の整流手段１０４の出力端に、ＬＣフ
ィルタ回路又はπ型フィルタ回路を接続して、リップルノイズをフィルタリングする。な
お、図７Ｂに示すように、第二の整流手段１０４の出力端にＬＣフィルタ回路を接続する
。説明すべきことは、ＬＣフィルタ回路又はπ型フィルタ回路におけるコンデンサーは、
いずれも小型コンデンサーであり、占められる空間が極めて少ない。
【０１４６】
　なお、フィルタ手段１０９は、フィルタコンデンサーを含み、このフィルタコンデンサ
ーは、５Ｖの標準充電を許容でき、即ち、普通充電モードに対応できる。制御可能スイッ
チ１０８は、例えば、ＭＯＳ電界効果トランジスタの半導体スイッチ機器により構成され
る。電源アダプタは、普通充電モード（標準充電とも称する）で端末の電池を充電する時
に、制御手段１０７により、制御可能スイッチ１０８をオンに制御してフィルタ手段１０
９を回路に接続することにより、第二の整流手段の出力をフィルタし、直流電流を端末の
電池に印加し、電池への直流充電を実現する直流充電技術と良く互換することができる。
例えば、一般的に、フィルタ手段は、並列接続される電解コンデンサーと、５Ｖの標準充
電を許容できる小型コンデンサー（固体コンデンサー）である普通コンデンサーを含む。
電解コンデンサーが占める体積は比較的大きいため、電源アダプタの寸法を小さくするた
めに、電源アダプタにおける電解コンデンサーを省略するが、容量が比較的小さい一つの
コンデンサーは残すことができる。普通充電モードを採用する時に、この小型コンデンサ
ーが位置する分岐回路をオンに制御し、電流をフィルタリングし、小電力を安定的に出力
して、電池への直流充電を実現することができる。急速充電モードを採用する時に、小型
コンデンサーが位置する分岐回路をオフに制御し、第二の整流手段１０４の出力をフィル
タリングすることなく、脈動波形の電圧／電流を直接に出力し、電池に印加し、電池への
急速充電を実現することができる。
【０１４７】
　本発明による一実施例では、制御手段１０７は、さらに、充電モードを急速充電モード
として特定した時に、端末の状態情報に基づいて急速充電モードに対応する充電電流及び
／又は充電電圧を取得し、急速充電モードに対応する充電電流及び／又は充電電圧に基づ
いて制御信号、例えばＰＷＭ信号のデューティ比を調節するためのものである。つまり、
現在充電モードを急速充電モードとして特定した時に、制御手段１０７は、取得された端
末の状態情報、例えば、電池の電圧、電力量、温度、端末の動作パラメータ、及び端末で
実行しているアプリケーションの電力量消費情報などに基づいて急速充電モードに対応す
る充電電流及び／又は充電電圧を取得し、取得された充電電流及び／又は充電電圧に基づ
いて制御信号のデューティ比を調節し、電源アダプタの出力に充電の要求を満たさせ、電
池への急速充電を実現することができる。
【０１４８】
　なお、端末の状態情報は、電池の温度を含む。しかも、電池の温度が第一の予め設定さ
れた温度しきい値よりも大きい、又は、電池の温度が第二の予め設定された温度しきい値
よりも大きい場合に、現在充電モードが急速充電モードであれば、急速充電モードを普通
充電モードに切り替え、なお、第一の予め設定された温度しきい値は第二の予め設定され
た温度しきい値よりも大きい。言い換えれば、電池の温度が低すぎ（例えば、第二の予め
設定された温度しきい値未満に対応する）又は高すぎ（例えば、第一の予め設定された温
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度しきい値を超えた値に対応する）である時に、何れも急速充電は適切ではない。従って
、急速充電モードを普通充電モードに切り替えることが必要となる。本発明による実施例
では、第一の予め設定された温度しきい値と第二の予め設定された温度しきい値は、実際
の状況に応じて設定され制御手段（例えば、電源アダプタのＭＣＵ）のメモリに書き込ま
れる。
【０１４９】
　本発明の一実施例において、制御手段１０７は、さらに、電池の温度が予め設定された
高温保護しきい値よりも大きい時に、制御スイッチング手段１０２をオフに制御し、つま
り、電池の温度が高温保護しきい値を超えた時に、制御手段１０７が高温保護措置を取り
、制御スイッチング手段１０２をオフの状態に制御する必要があり、電源アダプタに電池
への充電を終わらせ、電池に対する高温の保護を実現し、充電の安全性を向上させること
ができる。前記高温保護しきい値は、前記第一の温度しきい値と同じであってもよいし、
同じではなくてもよい。好ましく、前記高温保護しきい値が前記第一の温度しきい値より
も大きい。
【０１５０】
　本発明のもう一実施例において、前記コントローラーは、さらに、前記電池の温度を取
得し、前記電池の温度が予め設定された高温保護しきい値よりも大きい時に、前記充電制
御スイッチをオフに制御し、即ち、端末側から充電制御スイッチをオフにし、電池の充電
過程を終わらせ、充電の安全を保証することができる。
【０１５１】
　しかも、本発明の一実施例において、前記制御手段は、さらに、前記第一の充電インタ
フェースの温度を取得し、前記第一の充電インタフェースの温度が予め設定された保護温
度よりも大きい時に、前記スイッチング手段をオフに制御するためのものである。即ち、
充電インタフェースの温度が一定温度を超えた時に、制御手段１０７も、高温保護措置を
実行し、制御スイッチング手段１０２をオフに制御し、電源アダプタに電池への充電を終
わらせる必要があり、充電インタフェースの高温保護を実行し、充電の安全性を向上させ
ることができる。
【０１５２】
　もちろん、本発明のもう一実施例において、前記コントローラーは、前記制御手段と双
方向通信し前記第一の充電インタフェースの温度を取得し、前記第一の充電インタフェー
スの温度が予め設定された保護温度よりも大きい時に、前記充電制御スイッチ（図１３と
図１４を参照）をオフに制御し、即ち、端末側から充電制御スイッチをオフにし、電池の
充電過程を終わらせ、充電の安全を保証することができる。
【０１５３】
　具体的に、本発明の一実施例において、図８に示すように、電源アダプタ１は、例えば
ＭＯＳＦＥＴ駆動器の駆動手段１１０をさらに含み、駆動手段１１０は、スイッチング手
段１０２と制御手段１０７との間に接続され、駆動手段１１０は、制御信号に基づいてス
イッチング手段１０２をオン・オフに駆動するためのものである。もちろん、説明すべき
ことは、本発明の他の実施例では、駆動手段１１０は、制御手段１０７に集積され得る。
【０１５４】
　しかも、図８に示すように、電源アダプタ１は、遮断手段１１１をさらに含み、遮断手
段１１１は、駆動手段１１０と制御手段１０７との間に接続され、電源アダプタ１の１次
と２次との間の信号を遮断（又はトランス１０３の１次巻線と２次巻線との間の信号を遮
断）することができる。なお、遮断手段１１１は、フォトカプラ遮断の形態を採用しても
よいし、他の遮断の形態を採用してもよい。遮断手段１１１を設置することにより、制御
手段１０７を電源アダプタ１の２次側（又はトランス１０３の２次巻線側）に設置するこ
とが可能であり、端末２との通信を便宜にし、電源アダプタ１の空間設計をより簡単かつ
容易にすることができる。
【０１５５】
　もちろん、理解可能なことは、本発明の他の実施例では、制御手段１０７と駆動手段１
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１０は、共に１次側に設置され得る。この場合に、制御手段１０７とサンプリング手段１
０６との間に遮断手段１１１を設置して電源アダプタ１の１次と２次との間の信号を遮断
することができる。
【０１５６】
　しかも、説明すべきことは、本発明による実施例では、制御手段１０７は、２次側に設
置される時に、遮断手段１１１を設置することが必要となるが、遮断手段１１１は、制御
手段１０７に集積され得る。つまり、１次から２次へ信号を送信する場合、又は、２次か
ら１次へ信号を送信する場合は、通常、遮断手段を設置することにより信号を遮断する必
要がある。
【０１５７】
　本発明の一実施例において、図９に示すように、電源アダプタ１は、補助巻線と電力供
給手段１１２をさらに含み、補助巻線は、変調された第一の脈動波形の電圧に基づいて第
四の脈動波形の電圧を形成し、電力供給手段１１２が補助巻線に接続され、電力供給手段
１１２（例えばフィルタ安定モジュール、電圧変換モジュールなどを含み）は、第四の脈
動波形の電圧を変換し直流電流を出力し、それぞれ駆動手段１１０及び／又は制御手段１
０７に電力を供給するためのものである。電力供給手段１１２は、フィルタ小型コンデン
サーや安定チップなどの機器により構成され、第四の脈動波形の電圧を変換処理し、３．
３Ｖ又は５Ｖなどの低電圧直流電流を出力するためのものである。
【０１５８】
　つまり、駆動手段１１０の電力供給は、電力供給手段１１２により第四の脈動波形の電
圧を変換してなされており、制御手段１０７が１次側に設置される時に、その電力供給も
、電力供給手段１１２により第四の脈動波形の電圧を変換してなされる。なお、図９に示
すように、制御手段１０７が１次側に設置される時に、電力供給手段１１２が二つの直流
電流を出力し、それぞれ、駆動手段１１０と制御手段１０７に電力を供給し、制御手段１
０７とサンプリング手段１０６との間にフォトカプラ遮断手段１１１を設置し電源アダプ
タ１の１次と２次との間の信号を遮断する。
【０１５９】
　制御手段１０７が１次側に設置され、かつ、駆動手段１１０が集積される場合、電力供
給手段１１２は、単独で制御手段１０７に電力を供給する。制御手段１０７が２次側に設
置され、駆動手段１１０が１次側に設置される場合、電力供給手段１１２は、単独で駆動
手段１１０に電力を供給し、制御手段１０７の電力供給は、２次から行い、例えば、電力
供給手段により、第二の整流手段１０４が出力した第三の脈動波形の電圧を直流電源に変
換し制御手段１０７に供給する。
【０１６０】
　そして、本発明による実施例では、第一の整流手段１０１の出力端は、複数の小型コン
デンサーが並列接続され、フィルタの役割を有する。或いは、第一の整流手段１０１の出
力端には、ＬＣフィルタ回路が接続される。
【０１６１】
　本発明のもう一実施例において、図１０に示すように、電源アダプタ１は、補助巻線と
制御手段１０７にそれぞれ接続され、第四の脈動波形の電圧を検出して電圧検出値を生成
するための第一の電圧検出手段１１３をさらに含み、制御手段１０７は、さらに、電圧検
出値に基づいて制御信号のデューティ比を調節するために用いられる。
【０１６２】
　つまり、制御手段１０７は、第一の電圧検出手段１１３が検出した補助巻線の出力電圧
に基づいて第二の整流手段１０４が出力した電圧を反映し、そして電圧検出値に基づいて
制御信号のデューティ比を調節し、第二の整流手段１０４の出力に電池の充電の要求を満
たさせる。
【０１６３】
　具体的に、本発明の一実施例において、図１１に示すように、サンプリング手段１０６
は、第一の電流サンプリング回路１０６１と第一の電圧サンプリング回路１０６２を含む
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。なお、第一の電流サンプリング回路１０６１は、第二の整流手段１０４が出力した電流
をサンプリングし、電流サンプリング値を取得し、第一の電圧サンプリング回路１０６２
は、第二の整流手段１０４が出力した電圧をサンプリングし、電圧サンプリング値を取得
する。
【０１６４】
　選択的に、第一の電流サンプリング回路１０６１は、第二の整流手段１０４の第一の出
力端に接続される電気抵抗（電流検出電気抵抗）の電圧をサンプリングすることにより、
第二の整流手段１０４出力の電流をサンプリングすることができる。第一の電圧サンプリ
ング回路１０６２は、第二の整流手段１０４の第一の出力端と第二の出力端との間の電圧
をサンプリングすることにより、第二の整流手段１０４出力の電圧をサンプリングするこ
とができる。
【０１６５】
　そして、本発明の一実施例において、図１１に示すように、第一の電圧サンプリング回
路１０６２は、ピーク電圧サンプリング保持手段、ゼロクロスサンプリング手段、リリー
スアウト手段とＡＤサンプリング手段を含む。ピーク電圧サンプリング保持手段は、第三
の脈動波形の電圧のピーク電圧をサンプリングして保持するためのものである。ゼロクロ
スサンプリング手段は、第三の脈動波形の電圧のゼロクロス点をサンプリングするための
ものである。リリースアウト手段は、ゼロクロス点時にピーク電圧サンプリング保持手段
をリリースアウトするためのものである。ＡＤサンプリング手段は、ピーク電圧サンプリ
ング保持手段のピーク電圧をサンプリングし、電圧サンプリング値を取得するためのもの
である。
【０１６６】
　第一の電圧サンプリング回路１０６２に、ピーク電圧サンプリング保持手段、ゼロクロ
スサンプリング手段、リリースアウト手段とＡＤサンプリング手段を設置することにより
、第二の整流手段１０４が出力した電圧を正確にサンプリングすると共に、電圧サンプリ
ング値を第一の脈動波形の電圧と同期に維持し、即ち、位相を同期にし、幅の変化傾向を
一致するように維持することができる。
【０１６７】
　本発明による実施は、例えば図１２に示すように、電源アダプタ１は、第二の電圧サン
プリング回路１１４をさらに含み、第二の電圧サンプリング回路１１４は、第一の脈動波
形の電圧をサンプリングし、第二の電圧サンプリング回路１１４は、制御手段１０７に接
続され、なお、第二の電圧サンプリング回路１１４がサンプリングした電圧値が第一の所
定電圧値よりも大きい時に、制御手段１０７は、スイッチング手段１０２を第一の所定時
間オンに制御し、第一の脈動波形のサージ電圧、ピーク電圧などに対して放電動作を行う
。
【０１６８】
　図１２に示すように、第二の電圧サンプリング回路１１４は、第一の整流手段１０１の
第一の出力端と第二の出力端に接続され、第一の脈動波形の電圧をサンプリングし、制御
手段１０７が第二の電圧サンプリング回路１１４のサンプリングした電圧値を判断し、第
二の電圧サンプリング回路１１４がサンプリングした電圧値が、第一の所定電圧値よりも
大きい場合に、電源アダプタ１が雷干渉を受けてサージ電圧が発生していることを示し、
この場合にサージ電圧をリリースアウトし、充電を安全かつ確実にすることが必要となり
、制御手段１０７は、制御スイッチング手段１０２を一定時間オンに制御し、リリースア
ウト回路を形成し、雷によるサージ電圧をリリースアウトし、電源アダプタが端末を充電
する時に雷による干渉をを避け、端末が充電する時に安全と安定を効果に向上させること
ができる。なお、第一の所定電圧値は、実際の状況に応じて設定され得る。
【０１６９】
　本発明の一実施例において、電源アダプタ１が端末２の電池２０２を充電する過程には
、制御手段１０７は、さらに、サンプリング手段１０６がサンプリングした電圧値が、第
二の所定電圧値よりも大きい時に、制御スイッチング手段１０２をオフにするものであり
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、言い換えれば、制御手段１０７は、さらに、サンプリング手段１０６がサンプリングし
た電圧値の大きさを判断し、サンプリング手段１０６がサンプリングした電圧値が、第二
の所定電圧値よりも大きい場合に、電源アダプタ１が出力した電圧が高すぎると判断し、
この場合に制御手段１０７は、制御スイッチング手段１０２をオフに制御することにより
、電源アダプタ１に端末２の電池２０２への充電を終わらせ、即ち、制御手段１０７は、
制御スイッチング手段１０２をオフに制御することにより、電源アダプタ１の過電圧保護
を実現し、充電の安全を保証することができる。
【０１７０】
　もちろん、本発明の一実施例において、前記コントローラー２０４は、前記制御手段１
０７と双方向通信し、前記サンプリング手段１０６がサンプリングした電圧値（図１３と
図１４）を取得し、前記サンプリング手段１０６がサンプリングした電圧値が、第二の所
定電圧値よりも大きい時に、前記充電制御スイッチ２０３をオフに制御し、即ち、端末２
側から充電制御スイッチ２０３をオフに制御し、電池２０２の充電過程を終わらせ、充電
の安全を保証することができる。
【０１７１】
　しかも、制御手段１０７は、さらに、サンプリング手段１０６がサンプリングした電流
値が、予め設定された電流値よりも大きい時に、スイッチング手段１０２をオフに制御す
るためのものである。言い換えれば、制御手段１０７は、さらに、サンプリング手段１０
６がサンプリングした電流値の大きさを判断し、サンプリング手段１０６がサンプリング
した電流値が予め設定された電流値よりも大きい場合に、電源アダプタ１が出力した電流
が大きすぎると判断し、この場合に、制御手段１０７は、制御スイッチング手段１０２を
オフに制御することにより、電源アダプタ１に端末への充電を終わらせ、即ち、制御手段
１０７は、制御スイッチング手段１０２をオフに制御することにより、電源アダプタ１の
過電流保護を実現し、充電の安全を保証することができる。
【０１７２】
　同様に、前記コントローラー２０４は、前記制御手段１０７と双方向通信しサンプリン
グ手段１０６がサンプリングした電流値（図１３と図１４）を取得し、前記サンプリング
手段１０６がサンプリングした電流値が、予め設定された電流値よりも大きい時に、前記
充電制御スイッチ２０３をオフに制御し、即ち、端末２側から、充電制御スイッチ２０３
をオフに制御し、電池２０２の充電過程を終わらせ、充電の安全を保証することができる
。
【０１７３】
　なお、第二の所定電圧値と予め設定された電流値は、何れも実際の状況に応じて設定さ
れ又は制御手段（例えば、電源アダプタ１の制御手段１０７、例えば、マイクロプロセッ
サＭＣＵ）のメモリに書き込まれる。
【０１７４】
　本発明による実施例では、端末は、例えば携帯電話等の携帯端末、また、例えばモバイ
ルバッテリー等の携帯電源、マルチメディア・プレイヤー、ノートパソコン、ウェアラブ
ルデバイスなどであってもよい。
【０１７５】
　本発明の実施例による端末用充電システムは、電源アダプタに第三の脈動波形の電圧を
出力させるように制御し、電源アダプタが出力した、第三の脈動波形の電圧を端末の電池
に直接印加し、電池に対する脈動の出力電圧／電流の直接急速充電を実現することができ
る。なお、脈動の出力電圧／電流の大きさが周期性に変換され、従来の定電圧定電流に比
べると、リチウム電池のリチウム析出現象を抑制させ、電池の使用寿命を向上させ、かつ
、充電インタフェースにおける電気接点のアーク発生の確率及び強度を低減し、充電イン
タフェースの寿命を向上させ、また、電池の分極効果を下げ、充電速度を速くさせ、電池
の発熱を減少させ、端末を充電する時の安全性と確実性を保証することができる。また、
電源アダプタが出力するのは脈動波形の電圧であることから、電源アダプタに電解コンデ
ンサーを設置する必要がなくなり、電源アダプタの簡素化と小型化を実現すると共に、大
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幅にコストを削減することもできる。
【０１７６】
　しかも、本発明の実施例は、電源アダプタが提供される。該電源アダプタは、入力され
た交流電流を整流し第一の脈動波形の電圧を出力するための第一の整流手段と、制御信号
に基づいて前記第一の脈動波形の電圧を変調するためのスイッチング手段と、変調された
前記第一の脈動波形の電圧に基づいて第二の脈動波形の電圧を出力するためのトランスと
、前記第二の脈動波形の電圧を整流し第三の脈動波形の電圧を出力するための第二の整流
手段と、前記第二の整流手段に接続され、端末の第二の充電インタフェースに接続される
時に、前記電池に接続される前記第二の充電インタフェースにより前記第三の脈動波形の
電圧を前記端末の電池に印加するための第一の充電インタフェースと、前記第二の整流手
段が出力した電圧及び／又は電流をサンプリングし、電圧サンプリング値及び／又は電流
サンプリング値を取得するためのサンプリング手段と、それぞれ前記サンプリング手段と
前記スイッチング手段に接続され、前記制御信号を前記スイッチング手段に出力し、前記
電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値に基づいて前記制御信号のデューティ
比を調節し、前記第三の脈動波形の電圧に前記端末の充電の要求を満たさせるための制御
手段と、を含む。
【０１７７】
　本発明の実施例による電源アダプタは、第一の充電インタフェースにより第三の脈動波
形の電圧を出力し、端末の第二の充電インタフェースにより第三の脈動波形の電圧を端末
の電池に直接印加し、電池に対する脈動の出力電圧／電流の直接急速充電を実現すること
ができる。なお、脈動の出力電圧／電流の大きさが周期性に変換され、従来の定電圧定電
流に比べると、リチウム電池のリチウム析出現象を抑制させ、電池の使用寿命を向上させ
、かつ、充電インタフェースにおける電気接点のアーク発生の確率及び強度を低減し、充
電インタフェースの寿命を向上させ、また、電池の分極効果を下げ、充電速度を速くさせ
、電池の発熱を減少させ、端末を充電する時の安全性と確実性を保証することができる。
また、電源アダプタが出力するのは脈動波形の電圧であることから、電源アダプタに電解
コンデンサーを設置する必要がなくなり、電源アダプタの簡素化と小型化を実現すると共
に、大幅にコストを削減することもできる。
【０１７８】
　図１５は、本発明に係る実施例による端末用充電方法のフローチャートである。図１５
に示すように、この端末用充電方法は、以下のステップを含む。
【０１７９】
　Ｓ１、電源アダプタは、第一の充電インタフェースが端末の第二の充電インタフェース
に接続されると、入力された交流電流を一次整流し第一の脈動波形の電圧を出力する。
【０１８０】
　言い換えれば、電源アダプタにおける第一の整流手段により、入力された交流電流（即
ち、商用の電力、例えば２２０Ｖ、５０Ｈｚ又は６０Ｈｚ）である商用交流電力を整流し
、第一の脈動波形の電圧（例えば１００Ｈｚ又は１２０Ｈｚ）の饅頭状波電圧を出力する
。
【０１８１】
　Ｓ２、制御スイッチング手段により、第一の脈動波形の電圧を変調し、トランスの変換
により、第二の脈動波形の電圧を出力する。
【０１８２】
　なお、スイッチング手段は、ＭＯＳ電界効果トランジスタにより構成され、ＭＯＳ電界
効果トランジスタをＰＷＭ制御することにより、饅頭状波電圧をチョッパ変調する。そし
て、トランスにより、変調された第一の脈動波形の電圧を２次側に結合し、２次巻線によ
り第二の脈動波形の電圧を出力する。
【０１８３】
　本発明による実施例では、高周波トランスにより変換してもよい。そして、トランスは
、体積が極めて小さいため電源アダプタを大電力、小型化にすることができる。
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【０１８４】
　Ｓ３、第二の脈動波形の電圧を二次整流し第三の脈動波形の電圧を出力し、なお、第二
の充電インタフェースを介して第三の脈動波形の電圧を端末の電池に印加し、端末電池へ
の充電を実現する。
【０１８５】
　本発明の一実施例において、第二の整流手段により第二の脈動波形の電圧を二次整流し
、第二の整流手段は、ダイオード又はＭＯＳ電界効果トランジスタからなり、２次同期整
流を実現し、変調された第一の脈動波形と第三の脈動波形を同期に維持する。
【０１８６】
　Ｓ４、二次整流された電圧及び／又は電流をサンプリングし、電圧サンプリング値及び
／又は電流サンプリング値を取得する。
【０１８７】
　Ｓ５、電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値に基づいてスイッチング手段
の制御信号のデューティ比を調節して制御し、第三の脈動波形の電圧に充電の要求を満た
させる。
【０１８８】
　説明すべきことは、第三の脈動波形の電圧が充電の要求を満たすことは、第三の脈動波
形の電圧と電流に電池充電時の充電電圧と充電電流を満たさせることを必要とする。つま
り、サンプリングされた、電源アダプタが出力した、電圧及び／又は電流に基づいて制御
信号、例えばＰＷＭ信号のデューティ比を調節し、即ち、タイムリーに電源アダプタの出
力を調整し、閉回路の調節制御を実現し、第三の脈動波形の電圧に端末の充電の要求を満
たさせ、充電の安全性と確実性を保証することができる。具体的に、ＰＷＭ信号のデュー
ティ比に基づいて電池に出力された充電電圧波形を図３に示すように調節し、ＰＷＭ信号
のデューティ比に基づいて電池に出力された充電電流波形を図４に示すように調節する。
【０１８９】
　従って、本発明による実施例では、制御スイッチング手段により、直接に、フルブリッ
ジ整流された第一の脈動波形の電圧である饅頭状波電圧をＰＷＭチョッパ変調し、高周波
トランスに送信し、高周波トランスにより１次から２次に接合し、そして、同期整流がな
された後に饅頭状波電圧／電流に戻り、端末の電池に直接印加し、電池への急速充電を実
現する。なお、饅頭状波の電圧の大きさは、ＰＷＭ信号のデューティ比に基づいて調節さ
れ、電源アダプタの出力に電池の充電の要求を満たさせる。故に、電源アダプタにおける
１次や２次の電解コンデンサーを省略し、饅頭状波電圧に基づいて電池を直接充電し、電
源アダプタの簡素化と小型化を実現すると共に、大幅にコストを削減することもできる。
【０１９０】
　本発明による一実施例は、電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値に基づい
て制御信号の周波数を調節し、即ち、スイッチング手段に出力されたＰＷＭ信号をある時
間継続して出力した後に出力を終わらせ、所定時間停止した後にＰＷＭ信号の出力を再度
開始し、そして電池に印加する電圧を間欠のものにし、電池を間欠に充電し、電池を継続
して充電する時に深刻な発熱により安全に危険を与えてしまうことを避け、電池を充電す
る安定性と安全性を向上させることができる。なお、スイッチング手段に出力された制御
信号を図５に示す。
【０１９１】
　さらに、上記の端末用充電方法は、第一の充電インタフェースを介して端末と通信し端
末の状態情報を取得し、端末の状態情報、電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリン
グ値に基づいて制御信号のデューティ比を調節することをさらに含み。
【０１９２】
　つまり、第二の充電インタフェースを介して第一の充電インタフェースに接続される時
に、電源アダプタと端末との間で通信問い合わせコマンドを相互送信し、対応する応答コ
マンドを受信した後に、電源アダプタと端末との間に通信接続を形成し、端末の状態情報
を取得し、端末の充電モードと充電パラメータ（例えば、充電電流、充電電圧）を特定し
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、充電過程を制御することができる。
【０１９３】
　本発明による一実施例は、トランスの変換により第四の脈動波形の電圧を生成し、第四
の脈動波形の電圧を検出し電圧検出値を生成し、電圧検出値に基づいて制御信号のデュー
ティ比を調節する。
【０１９４】
　具体的に、トランスには、補助巻線をさらに設置し、補助巻線は、変調された第一の脈
動波形の電圧に基づいて第四の脈動波形の電圧を生成し、そして、第四の脈動波形の電圧
を検出し電源アダプタの出力電圧を反映し、電圧検出値に基づいて制御信号のデューティ
比を調節し、電源アダプタの出力に電池の充電の要求を満たさせる。
【０１９５】
　本発明の一実施例において、二次整流された電圧をサンプリングし、電圧サンプリング
値を取得することは、前記二次整流された電圧のピーク電圧をサンプリングして保持する
こと、前記二次整流された電圧のゼロクロス点をサンプリングすること、前記ゼロクロス
点時に前記ピーク電圧をサンプリングして保持しているピーク電圧サンプリング保持手段
をリリースアウトすること、前記ピーク電圧サンプリング保持手段のピーク電圧をサンプ
リングし、前記電圧サンプリング値を取得することを含む。故に、電源アダプタが出力し
た、電圧を正確にサンプリングすると共に、電圧サンプリング値を第一の脈動波形の電圧
と同期に維持し、即ち、位相を同期にし、幅の変化傾向を一致するように維持することが
できる。
【０１９６】
　さらに、本発明の一実施例において、上記の端末用充電方法は、前記第一の脈動波形の
電圧をサンプリングし、サンプリングされた電圧値が第一の所定電圧値よりも大きい時に
前記スイッチング手段をオンに第一の所定時間制御し第一の脈動波形のサージ電圧を放電
動作することをさらに含み。
【０１９７】
　第一の脈動波形の電圧をサンプリングし、サンプリングされた電圧値を判断し、サンプ
リングされた電圧値が第一の所定電圧値よりも大きい場合に、電源アダプタが雷干渉を受
けてサージ電圧が発生していることを示し、この場合にサージ電圧をリリースアウトし、
充電を安全かつ確実にすることが必要となり、制御スイッチング手段をオンにある時間に
制御し、リリースアウト回路を形成し、雷によるサージ電圧をリリースアウトすることで
、電源アダプタが端末を充電する際の雷干渉を防止し、端末の充電時の安全性及び信頼性
を効果的に向上させる。第一所定電圧値は、実際の状況に応じて設定可能である。
【０１９８】
　本発明による一実施例において、さらに、第一の充電インタフェースを介して端末と通
信し充電モードを特定し、充電モードを急速充電モード特定した時に端末の状態情報に基
づいて急速充電モードに対応する充電電流及び／又は充電電圧を取得し、急速充電モード
に対応する充電電流及び／又は充電電圧に基づいて制御信号のデューティ比を調節し、な
お、充電モードは、急速充電モードと普通充電モードを含む。
【０１９９】
　つまり、現在充電モードを急速充電モードとして特定した時に、取得された端末の状態
情報、例えば、電池の電圧、電力量、温度、端末の動作パラメータ、及び端末に実行して
いるアプリケーションの電力量消費情報などに基づいて急速充電モードに対応する充電電
流及び／又は充電電圧を取得し、取得された充電電流及び／又は充電電圧に基づいて制御
信号のデューティ比を調節し、電源アダプタの出力に充電の要求を満たさせ、電池への急
速充電を実現することができる。
【０２００】
　なお、端末の状態情報は、電池の温度を含む。しかも、電池の温度が第一の予め設定さ
れた温度しきい値よりも大きい、又は、電池の温度が第二の予め設定された温度しきい値
よりも大きい場合に、現在充電モードが急速充電モードであれば、急速充電モードを普通
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充電モードに切り替え、なお、第一の予め設定された温度しきい値は第二の予め設定され
た温度しきい値よりも大きい。言い換えれば、電池の温度が低すぎ（例えば、第二の予め
設定された温度しきい値未満に対応する）又は高すぎ（例えば、第一の予め設定された温
度しきい値を超えた値に対応する）である時に、何れも急速充電が適切ではない。従って
、急速充電モードを普通充電モードに切り替えることが必要となる。本発明による実施例
では、第一の予め設定された温度しきい値と第二の予め設定された温度しきい値は、実際
状況に応じて設定され得る。
【０２０１】
　本発明の一実施例において、前記電池の温度が予め設定された高温保護しきい値よりも
大きい時に、前記スイッチング手段をオフに制御し、電池の温度が高温保護しきい値を超
えた時に、高温保護措置を取ることが必要となり、スイッチング手段をオフに制御し、電
源アダプタに電池への充電を終わらせ、電池の高温保護を実現し、充電の安全性を向上さ
せることができる。前記高温保護しきい値は、前記第一の温度しきい値と同じであってよ
いし、同じではなくてもよい。好ましくは、前記高温保護しきい値は、前記第一の温度し
きい値よりも大きい。
【０２０２】
　本発明のもう一実施例において、前記端末は、さらに、前記電池の温度を取得し、前記
電池の温度が予め設定された高温保護しきい値よりも大きい時に、前記電池に充電を終わ
らせ、即ち、端末側から、充電制御スイッチをオフに制御し、電池の充電過程を終わらせ
、充電の安全を保証することができる。
【０２０３】
　しかも、本発明の一実施例において、この端末用充電方法は、前記第一の充電インタフ
ェースの温度を取得し、前記第一の充電インタフェースの温度が予め設定された保護温度
よりも大きい時に、前記スイッチング手段をオフにすることをさらに含み。即ち、充電イ
ンタフェースの温度がある温度を超えた時に、制御手段は、高温保護措置を実行すること
が必要となり、制御スイッチング手段をオフに制御し、電源アダプタに電池への充電を終
わらせ、充電インタフェースの高温保護を実現し、充電の安全性を向上させることができ
る。
【０２０４】
　もちろん、本発明のもう一実施例において、前記端末は、前記第二の充電インタフェー
スを介して前記電源アダプタと双方向通信し前記第一の充電インタフェースの温度を取得
し、前記第一の充電インタフェースの温度が予め設定された保護温度よりも大きい時に、
前記電池に充電を終わらせる。即ち、端末側から、充電制御スイッチをオフに制御し、電
池の充電過程を終わらせ、充電の安全性を向上させることができる。
【０２０５】
　しかも、電源アダプタが端末を充電する過程には、電圧サンプリング値が第二の所定電
圧値よりも大きい時に、スイッチング手段をオフに制御する。言い換えれば、電源アダプ
タが端末を充電する過程には、さらに、電圧サンプリング値の大きさを判断し、電圧サン
プリング値が第二の所定電圧値よりも大きい場合に、電源アダプタが出力した、電圧が高
すぎると判断し、この場合にスイッチング手段をオフに制御し、電源アダプタに端末への
充電を終わらせ、即ち、制御スイッチング手段をオフに制御し、電源アダプタの過電圧保
護を実現し、充電の安全性を向上させることができる。
【０２０６】
　もちろん、本発明の一実施例において、前記端末は、前記第二の充電インタフェースを
介して前記電源アダプタと双方向通信し前記電圧サンプリング値を取得し、前記電圧サン
プリング値が第二の所定電圧値よりも大きい時に、前記電池に充電を終わらせるように制
御し、即ち、端末側から、充電制御スイッチをオフに制御し、電池の充電過程を終わらせ
、充電の安全性を向上させることができる。
【０２０７】
　本発明の一実施例において、電源アダプタが端末を充電する過程において、前記電流サ
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ンプリング値が予め設定された電流値よりも大きい時に、前記スイッチング手段をオフに
制御する。言い換えれば、電源アダプタが端末を充電する過程には、さらに、電流サンプ
リング値の大きさを判断し、電流サンプリング値が予め設定された電流値よりも大きい場
合に、電源アダプタが出力した、電流が大きすぎると判断し、この場合にスイッチング手
段をオフに制御し、電源アダプタに端末への充電を終わらせ、即ち、スイッチング手段を
オフに制御することにより、電源アダプタの過電流保護を実現し、充電の安全を保証する
ことができる。
【０２０８】
　同様に、前記端末は、前記第二の充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方
向通信し前記電流サンプリング値を取得し、前記電流サンプリング値が予め設定された電
流値よりも大きい時に、前記電池に充電を終わらせ、即ち、端末側から、充電制御スイッ
チをオフに制御し、電池の充電過程を終わらせ、充電の安全を保証することができる。
【０２０９】
　なお、第二の所定電圧値と予め設定された電流値は、何れも実際の状況に応じて設定さ
れ得る。
【０２１０】
　本発明による実施例では、前記端末の状態情報は、前記電池の電力量、前記電池の温度
、前記端末の電圧／電流、前記端末のインタフェース情報、前記端末の回路インピーダン
スの情報などを含んでもよい。
【０２１１】
　具体的に、前記電源アダプタと端末がユニバーサルシリアルバス（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
ＳｅｒｉａｌＢｕｓ、ＵＳＢ）インタフェースを介して接続され、このＵＳＢインタフェ
ースは普通のＵＳＢインタフェースであってもよく、ｍｉｃｒｏＵＳＢインタフェースで
あってもよい。ＵＳＢインタフェースのデータ線である第一の充電インタフェースのデー
タ線は、前記電源アダプタと前記端末との双方向通信に用いられ、このデータ線は、ＵＳ
ＢインタフェースにおけるＤ＋線及び／又はＤ－線であり、双方向通信とは、電源アダプ
タと端末が両者で情報のやり取りを行うことを意味する。
【０２１２】
　なお、前記電源アダプタは、前記ＵＳＢインタフェースのデータ線を介して前記端末と
双方向通信し、前記急速充電モードを特定し前記端末を充電する。
【０２１３】
　選択的に、一実施例として、前記電源アダプタは、前記第一の充電インタフェースを介
して前記端末と双方向通信し前記急速充電モードを特定し前記端末を充電する時に、前記
電源アダプタは、前記端末が前記急速充電モードを開始するかどうかを問い合わせるため
の第一のコマンドに前記端末に送信し、前記電源アダプタは、前記端末の開始を許可する
前記急速充電モードを示すための前記第一のコマンドの応答コマンドを前記端末から受信
する。
【０２１４】
　選択的に、一実施例として、前記電源アダプタが前記端末に前記第一のコマンドを送信
する前に、前記電源アダプタと前記端末との間で、前記普通充電モードで充電し、前記普
通充電モードの充電時間が予め設定されたしきい値よりも大きくなったと特定した後に、
前記電源アダプタが前記端末に前記第一のコマンドを送信する。
【０２１５】
　理解可能なことは、電源アダプタは、前記普通充電モードの充電時間が予め設定された
しきい値よりも大きいと特定した後に、電源アダプタは、端末が自体を電源アダプタとし
て既に識別したと認識し、急速充電問い合わせ通信を開始することができる。
【０２１６】
　選択的に、一実施例として、さらに、前記スイッチング手段を制御し前記電源アダプタ
に充電電流を前記急速充電モードに対応する充電電流に調整させるように制御し、前記電
源アダプタが前記急速充電モードに対応する充電電流で前記端末を充電する前に、前記第
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一の充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信し、前記急速充電モードに対応す
る充電電圧を特定し、前記電源アダプタに充電電圧を前記急速充電モードに対応する充電
電圧に調整させるように制御する。
【０２１７】
　選択的に、一実施例として、前記の前記第一の充電インタフェースを介して前記端末と
双方向通信し、前記急速充電モードに対応する充電電圧を特定することは、前記電源アダ
プタは、前記電源アダプタの現在出力電圧が前記急速充電モードの充電電圧として適当で
あるかどうかを問い合わせるための第二のコマンドを前記端末に送信すること、前記電源
アダプタは、前記端末が送信した、前記電源アダプタの現在出力電圧が適当であるか、高
いか又は低いかを示すための前記第二のコマンドの応答コマンドを受信すること、前記電
源アダプタは、前記第二のコマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モードの充
電電圧を特定することを含む。
【０２１８】
　選択的に、一実施例として、前記電源アダプタを制御し充電電流を前記急速充電モード
に対応する充電電流に調整する前に、さらに、前記第一の充電インタフェースを介して前
記端末と双方向通信し、前記急速充電モードに対応する充電電流を特定する。
【０２１９】
　選択的に、一実施例として、前記の前記第一の充電インタフェースを介して前記端末と
双方向通信し、前記急速充電モードに対応する充電電流を特定することは、前記電源アダ
プタは、前記端末が現在許容する最大充電電流を問い合わせるための第三のコマンドを前
記端末に送信すること、前記電源アダプタは、前記端末が送信した、前記端末が現在許容
する最大充電電流を示すための前記第三のコマンドの応答コマンドを受信すること、前記
電源アダプタは、前記第三のコマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モードの
充電電流を特定することを含む。
【０２２０】
　電源アダプタは、直接に、上記最大充電電流を急速充電モードの充電電流として特定し
、或いは、充電電流をこの最大充電電流よりも小さいある電流値に設置してもよい。
【０２２１】
　選択的に、一実施例として、前記電源アダプタが前記急速充電モードで前記端末を充電
する過程には、さらに、前記第一の充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信し
、前記スイッチング手段を制御することにより、前記電源アダプタが電池に出力した充電
電流を継続して調整してもよい。
【０２２２】
　なお、電源アダプタは、例えば、端末の電池電圧、電池電力量などの端末の現在状態情
報を継続して問い合わせ、充電電流を継続して調整する。
【０２２３】
　選択的に、一実施例として、前記の前記第一の充電インタフェースを介して前記端末と
双方向通信し、前記スイッチング手段を制御し、前記電源アダプタが電池に出力した充電
電流を継続して調整することは、前記電源アダプタは、前記端末内の電池の現在電圧を問
い合わせるための第四のコマンドを前記端末に送信すること、前記電源アダプタは、前記
端末が送信した、前記端末内の電池の現在電圧を示すための前記第四のコマンドの応答コ
マンドを受信すること、前記電池の現在電圧に基づいて、前記スイッチング手段を制御し
前記充電電流を調整することを含む。
【０２２４】
　選択的に、一実施例として、前記の前記電池の現在電圧に基づいて前記スイッチング手
段を制御し前記充電電流を調整することは、前記電池の現在電圧、及び予め設定された電
池電圧値と充電電流値との対応関係に基づいて、前記スイッチング手段を制御し、前記電
源アダプタが電池に出力した充電電流を前記電池の現在電圧に対応する充電電流値に調整
することを含む。
【０２２５】
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　具体的に、電源アダプタは、電池電圧値と充電電流値との対応関係を予め保存すること
ができる。
【０２２６】
　選択的に、一実施例として、前記電源アダプタは、前記急速充電モードで前記端末を充
電する過程において、さらに、前記第一の充電インタフェースを介して前記端末と双方向
通信し、前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触不
良があるかどうかを特定し、なお、前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電イン
タフェースとの間に接触不良があると特定した時に、前記電源アダプタを制御し前記急速
充電モードを終わらせる。
【０２２７】
　選択的に、一実施例として、前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフ
ェースとの間に接触不良があるかどうかを特定する前に、前記電源アダプタは、前記端末
から、前記端末の回路インピーダンスを示すための情報を受信し、なお、前記電源アダプ
タは、前記端末内の電池の電圧を問い合わせるための第四のコマンドを前記端末に送信し
、前記電源アダプタは、前記端末が送信した、前記端末内の電池の電圧を示すための前記
第四のコマンドの応答コマンドを受信し、前記電源アダプタの出力電圧と前記電池の電圧
に基づいて、前記電源アダプタから前記電池までの回路インピーダンスを特定し前記電源
アダプタから前記電池までの回路インピーダンス、前記端末の回路インピーダンス、及び
前記電源アダプタと前記端末との間の充電線線路の回路インピーダンスに基づいて、前記
第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触不良があるかど
うかを特定する。
【０２２８】
　選択的に、一実施例として、前記電源アダプタに前記急速充電モードを終わらせるよう
に制御する前に、さらに、前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェー
スとの間に接触不良がある旨を示すための第五のコマンドを前記端末に送信する。
【０２２９】
　電源アダプタは、第五のコマンドを送信したら、急速充電モードを終了する、又は、リ
セットする。
【０２３０】
　以上は、電源アダプタの視点から、本発明の実施例による急速充電過程を詳しく説明し
たが、以下に、端末の視点から本発明の実施例による急速充電過程を説明する。
【０２３１】
　本発明による実施例では、前記端末は、普通充電モードと急速充電モードを有し、なお
、前記急速充電モードの充電電流が前記普通充電モードの充電電流よりも大きい、前記端
末は、前記第二の充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信し前記電源
アダプタに前記急速充電モードで前記端末を充電させ、なお、前記電源アダプタが前記急
速充電モードに対応する充電電流を出力し、前記端末内の電池を充電する。
【０２３２】
　選択的に、一実施例として、前記端末は、前記第二の充電インタフェースを介して前記
電源アダプタと双方向通信し前記電源アダプタに前記急速充電モードを特定し前記端末を
充電することは、前記端末は、前記電源アダプタが送信した、前記端末が前記急速充電モ
ードを開始するかどうかを問い合わせるための第一のコマンドを受信すること、前記端末
は、前記端末が前記急速充電モードの開始を許可する旨を示すための前記第一のコマンド
の応答コマンドを前記電源アダプタに送信することを含む。
【０２３３】
　選択的に、一実施例として、前記端末は、前記電源アダプタが送信した、第一のコマン
ドを受信する前に、前記端末と前記電源アダプタとの間で、前記普通充電モードで充電を
行い、前記電源アダプタは、前記普通充電モードの充電時間が予め設定されたしきい値よ
りも大きくなったと特定した後に、前記端末は、前記電源アダプタが送信した、前記第一
のコマンドを受信する。
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【０２３４】
　選択的に、一実施例として、前記電源アダプタは、前記急速充電モードに対応する充電
電流を出力し、前記端末内の電池を充電する前に、前記端末は、前記第二の充電インタフ
ェースを介して前記電源アダプタと双方向通信し、前記電源アダプタに前記急速充電モー
ドに対応する充電電圧を特定させる。
【０２３５】
　選択的に、一実施例として、前記端末は、前記第二の充電インタフェースを介して前記
電源アダプタと双方向通信し、前記電源アダプタに前記急速充電モードに対応する充電電
圧を特定させることは、前記端末は、前記電源アダプタが送信した、前記電源アダプタの
現在出力電圧が前記急速充電モードの充電電圧として適当であるかどうかことを問い合わ
せるための第二のコマンドを受信すること、前記端末は、前記電源アダプタの現在出力電
圧が適当であるか、高いか又は低いかを示すための前記第二のコマンドの応答コマンドを
前記電源アダプタに送信することを含む。
【０２３６】
　選択的に、一実施例として、前記端末は、前記電源アダプタから、前記急速充電モード
に対応する充電電流を取得し、前記端末内の電池を充電する前に、前記端末は、前記第二
の充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信し、前記電源アダプタに前
記急速充電モードに対応する充電電流を特定させる。
【０２３７】
　なお、前記端末は、前記第二の充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向
通信し、前記電源アダプタに前記急速充電モードに対応する充電電流を特定させることは
、前記端末は、前記電源アダプタが送信した、前記端末が現在許容する最大充電電流を問
い合わせるための第三のコマンドを受信すること、前記端末は、前記端末が現在許容する
最大充電電流を示すための前記第三のコマンドの応答コマンドを前記電源アダプタに送信
し、前記電源アダプタに前記最大充電電流に基づいて前記急速充電モードに対応する充電
電流を特定させることを含む。
【０２３８】
　選択的に、一実施例として、前記電源アダプタは、前記急速充電モードで前記端末を充
電する過程には、前記端末は、前記第二の充電インタフェースを介して前記電源アダプタ
と双方向通信し、前記電源アダプタに前記電源アダプタが電池に出力した充電電流を継続
して調整させることを含む。
【０２３９】
　なお、前記端末は、前記第二の充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向
通信し、前記電源アダプタに前記電源アダプタが電池に出力した充電電流を継続して調整
させることは、前記端末は、前記電源アダプタが送信した、前記端末内の電池の現在電圧
を問い合わせるための第四のコマンドを受信すること、前記端末は、前記端末内の電池の
現在電圧を示すための前記第四のコマンドの応答コマンドを前記電源アダプタに送信し、
前記電池の現在電圧に基づいて、前記電源アダプタが電池に出力した充電電流を継続して
調整することを含む。
【０２４０】
　選択的に、一実施例として、前記電源アダプタが前記急速充電モードで前記端末を充電
する過程には、前記端末は、前記第二の充電インタフェースを介して前記電源アダプタと
双方向通信し、前記電源アダプタに前記第一の充電インタフェースに前記第二の充電イン
タフェースとの間に接触不良があるかどうかことを特定させることを含む。
【０２４１】
　なお、前記端末は、前記第二の充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向
通信し、前記電源アダプタに前記第一の充電インタフェースと前記第二の充電インタフェ
ースとの間に接触不良があるかどうかことを特定させることは、前記端末は、前記電源ア
ダプタが送信した、前記端末内の電池の現在電圧を問い合わせるための第四のコマンドを
受信すること、前記端末は、前記端末内の電池の現在電圧を示すための前記第四のコマン
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ドの応答コマンドを前記電源アダプタに送信し、前記電源アダプタに前記電源アダプタの
出力電圧と前記電池の現在電圧に基づいて、前記第一の充電インタフェースと前記第二の
充電インタフェースとの間に接触不良があるかどうかことを特定させることを含む。
【０２４２】
　選択的に、一実施例として、前記端末は、前記電源アダプタが送信した、前記第一の充
電インタフェースと前記第二の充電インタフェースとの間に接触不良がある旨を示すため
の第五のコマンドを受信する。
【０２４３】
　電源アダプタは、急速充電モードを開始して利用するために、端末との急速充電通信の
処理を開始し、一回又は二回のハンドシェイクを行い、電池への急速充電を実現する。具
体的に、図６を参照して、本発明の実施例における急速充電通信の処理、及び、急速充電
過程に含まれる各段階を詳しく説明する。理解すべきことは、図６に示す通信過程又は操
作は、例示に過ぎず、本発明の実施例について他の操作や図６の各種類の操作を変更可能
である。図６の各段階は、図６に示されるものと異なる順番に従って行ってもよく、必ず
図６の操作全体を行うわけではない。
【０２４４】
　要するに、本発明の実施例による端末用充電方法は、電源アダプタを制御することによ
り、充電の要求を満たす第三の脈動波形の電圧を出力し、電源アダプタが出力した、第三
の脈動波形の電圧を端末の電池に直接印加し、電池に対する脈動の出力電圧／電流の直接
急速充電を実現することができる。なお、脈動の出力電圧／電流の大きさは、周期性に変
換され、従来の定電圧定電流に比べると、リチウム電池のリチウム析出現象を抑制させ、
電池の使用寿命を向上させ、かつ、充電インタフェースにおける電気接点のアーク発生の
確率及び強度を低減し、充電インタフェースの寿命を向上させ、また、電池の分極効果を
下げ、充電速度を速くさせ、電池の発熱を減少させ、端末を充電する時の安全性と確実性
を保証することができる。また、電源アダプタが出力するのは脈動波形の電圧であること
から、電源アダプタに電解コンデンサーを設置する必要がなくなり、電源アダプタの簡素
化と小型化を実現すると共に、コストを大幅に削減することもできる。
【０２４５】
　本発明の説明において、理解すべきなのは、「中心」、「縦方向」、「横方向」、「長
さ」、「幅」、「厚さ」、「上」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「垂直」
、「水平」、「頂」、「底」、「内」、「外」、「時計回り」、「反時計回り」、「軸方
向」、「径方向」、「周方向」等の用語により示された方位又は位置関係は、図面に示す
ものに基づく方位又は位置関係になっており、本発明の説明の便宜及び説明の簡略化のた
めに使用されたものに過ぎず、該当する装置又は素子が特定の方位を有し、特定の方位で
構成及び操作しなければならないことを意味又は暗示するものではないため、本発明に対
する限制として理解すべきではない。
【０２４６】
　また、用語「第一」、「第二」は単に目的を説明するためのみに用いられ、相対的な重
要性に明示的にも暗示的にも関連づけられまたは示された技術特徴の数量を、暗示的に使
用されるものではない。そのため、「第一」、「第二」を含む特徴を限定することは少な
くとも１つの当該特徴を明示的にまたは暗示的に含むことができる。本発明において、別
途、明確に限定した場合を除き、用語「複数」は少なくとも２つ、たとえば、２つ、３つ
などである。
【０２４７】
　本発明において、特に明確な規定や限定がない限り、「取付」、「繋がり」、「接続」
、「固定」等の用語は、広義的に理解すべきであり、例えば、固定接続であってもよいし
、着脱可能な接続であってもよく、又は、一体になってもよい。そして、機械的な接続で
あってもよいし、電気的な接続であってもよい。また、直接に接続されてもよいし、中間
媒介物を介して間接に接続されてもよい。更に、特に明確な限定がない限り、２つの素子
の内部の連通、又は、２つ素子の相互作用関係でもよい。当業者にとっては、具体的な状
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況に基づいて上記用語の本発明での具体的な意味を理解することが可能である。
【０２４８】
　本発明において、特に明確な規定や限定がない限り、第一特徴が第二特徴の「上」又は
「下」にあるというのは、第一特徴と第二特徴とが直接に接触してもよく、又は、中間媒
介物を介して間接に接触してもよい。更に、第一特徴が第二特徴「の上」、「上方」及び
「上側」にあるというのは、第一特徴が第二特徴の真上又は斜め上方にあってもよく、も
しくは、第一特徴の水平高度が第二特徴よりも大きいことだけを示してもよい。第一特徴
が第二特徴「の下」、「下方」及び「下側」にあるというのは、第一特徴が第二特徴の真
下又は斜め下方にあってもよく、もしくは、第一特徴の水平高度が第二特徴よりも小さい
ことだけを示してもよい。
【０２４９】
　本明細書において、「一実施形態」、「一部の実施形態」、「例」、「具体例」或いは
「一部の例」などの用語を参照した説明とは、当該実施形態或いは例に結合して説明され
た具体的特徴、構成、材料或いは特徴が、本発明の少なくとも１つの実施形態或いは例に
含まれることをいう。本明細書において、上記用語に対する例示的な表現は、必ずしも同
じ実施形態或いは例を示すことではない。また、説明された具体的特徴、構成、材料或い
は特徴は、いずれか１つ或いは複数の実施形態または例において適切に結合することが可
能である。また、矛盾しない限り、当業者は、本明細書の異なる実施形態または例、およ
び、異なる実施形態または例の特徴を結合したり、組み合わせたりすることができる一実
施例一実施例。
【０２５０】
　本願に開示される実施例に基づいて記載される各例示の手段やアルゴリズムの処理過程
が、電子ハードウェア或いはコンピュータープログラムと電子ハードウェアとの組み合わ
せにより実現され得ることは、当業者とって明らかである。これらの機能は、ハードウェ
アにより実行されるか或いはソフトウェアにより実行されるかについて、技術案の特定の
応用場合や設計の制限条件などによって決められる。当業者は、特定応用ごとに、異なる
方法により記載される機能を実現できるが、これらの実現は、本発明の範囲を超えてなら
ない。
【０２５１】
　当業者とっては、説明を便宜且つ簡潔にするように、前記記載のシステム、装置、及び
手段の具体的な動作の過程について、前記方法の実施例の対応する過程を参照することが
理解可能であるため、ここで省略する。
【０２５２】
　本願の提供する幾つかの実施例では、開示されるシステム、装置及び方法が他の形態に
より実現され得ると理解するべきである。例えば、上記に説明された装置の実施例は、例
示するためのものに過ぎない。例えば、前記手段の分離は、ロジックの機能に基づくもの
に過ぎず、実際に実現するときに別の分離形態を有してもよい。例えば、複数の手段或い
は部品を組み合わせ、また、別のシステムに集積し、或いは、若干の特徴を省略し、或い
は実行しなくてもよい。さらに、提示されたり検討されたりする相互の結合や直接結合や
通信接続は、インタフェース、装置或いは手段の間接の結合や通信接続であってもよいし
、電気、機械や他の形態であってもよい。
【０２５３】
　前記分離部品として説明された手段は、物理的に分離してもよいし、分離しなくてもよ
い。即ち、一つの箇所に設置してもよいし、複数のネットワーク手段に設置してもよい。
実際の要求に応じて手段の一部や全部を選択して本実施例の技術案の目的を実現すること
ができる。
【０２５４】
　また、本発明に係る各実施例の各機能手段は、一つの処理手段に集積してもよいし、各
手段として単独に物理に存在してもよいし、二つ以上手段として一つの手段に集積しても
よい。
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【０２５５】
　前記機能は、ソフトウェアの機能手段として実現され、かつ、独立の製品として販売さ
れたり使用されたりする場合、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶されてもよい
。この理解によれば、本発明の技術案について、本質的な部分、或いは、従来技術に貢献
できた部分或いは該技術案の一部は、ソフトウェアの製品として表現され得る。このコン
ピュータープログラムの製品は、記憶媒体に記憶されており、一つのコンピュータ（パソ
コン、サーバー、或いはネットワーク機器などであってもよい）に本発明の各実施例に係
る前記方法の全部或いは一部の過程を実行するための複数のコマンドが含まれている。前
記した記憶媒体は、フラッシュメモリー、ポータブルハードディスク、読み出し専用メモ
リ（ＲＯＭ、Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ、
Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、磁気ディスク或いは光ディスクなどの各
種のプログラムコードを記憶可能な媒体を含むことができる。
【０２５６】
　以上に本発明の実施例を説明し記載したが、理解可能なことは、上記実施例が例示であ
り、本発明を限定するものではない。当業者は、本発明が開示した技術範囲に、容易に変
化や置換を想到できる。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】
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【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】

【手続補正書】
【提出日】平成30年3月14日(2018.3.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充電の過程において、入力された交流電流を整流し第一の脈動波形の電圧を出力する第
一の整流手段と、
　１次が２次に結合される電圧を整流する第二の整流手段と、を含み、
　前記第二の整流手段が整流して出力した電流の波形と前記第一の脈動波形とは、周期が
同一であり、或いは、前記第二の整流手段が整流して出力した電流の波形の包絡は、前記
第一の脈動波形の周期と同一である
　ことを特徴とする電源アダプタ。
【請求項２】
　制御信号に基づいて前記第一の脈動波形の電圧を変調するためのスイッチング手段と、
　変調された前記第一の脈動波形の電圧に基づいて第二の脈動波形の電圧を出力するため
のトランスと、をさらに含み、
　前記第二の整流手段は、前記第二の脈動波形の電圧を整流し第三の脈動波形の電圧を出
力するためのものである
　ことを特徴とする請求項１に記載の電源アダプタ。
【請求項３】
　前記第二の整流手段に接続され、端末の第二の充電インタフェースに接続される時に、
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電池に接続される前記第二の充電インタフェースを介して前記第三の脈動波形の電圧を前
記端末の電池に印加するための第一の充電インタフェースと、
　前記第二の整流手段が出力した電圧及び／又は電流をサンプリングし、電圧サンプリン
グ値及び／又は電流サンプリング値を取得するためのサンプリング手段と、
　前記サンプリング手段と前記スイッチング手段にそれぞれ接続され、前記制御信号を前
記スイッチング手段に出力し、前記電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値に
基づいて前記制御信号のデューティ比を調節し、前記第三の脈動波形の電圧に前記端末の
充電の要求を満たさせるための制御手段と、をさらに含む
　ことを特徴とする請求項２に記載の電源アダプタ。
【請求項４】
　前記スイッチング手段と前記制御手段との間に接続され、前記制御信号に基づいて、前
記スイッチング手段のオン・オフを駆動するための駆動手段をさらに含む
　ことを特徴とする請求項３に記載の電源アダプタ。
【請求項５】
　変調された第一の脈動波形の電圧に基づいて、第四の脈動波形の電圧を生成する補助巻
線と
　前記補助巻線に接続され、前記第四の脈動波形の電圧を変換し直流電流を出力し、前記
駆動手段及び／又は前記制御手段にそれぞれ電力を供給するための電力供給手段と、をさ
らに含む
　ことを特徴とする請求項４に記載の電源アダプタ。
【請求項６】
　前記第二の整流手段の出力電流をサンプリングし、前記電流サンプリング値を取得する
ための第一の電流サンプリング回路と、
　前記第二の整流手段の出力電圧をサンプリングし、以前記電圧サンプリング値を取得す
るための第一の電圧サンプリング回路と、を含む
　ことを特徴とする請求項３に記載の電源アダプタ。
【請求項７】
　前記第一の電圧サンプリング回路は、
　前記第三の脈動波形の電圧のピーク電圧をサンプリングし保持するためのピーク電圧サ
ンプリング保持手段と、
　前記第三の脈動波形の電圧のゼロクロス点をサンプリングするためのゼロクロスサンプ
リング手段と、
　前記ゼロクロス点時に前記ピーク電圧サンプリング保持手段をリリースアウトするため
リリースアウト手段と、
　前記ピーク電圧サンプリング保持手段のピーク電圧をサンプリングし、前記電圧サンプ
リング値を取得するためのＡＤサンプリング手段を含む
　ことを特徴とする請求項６に記載の電源アダプタ。
【請求項８】
　前記第一の脈動波形の電圧をサンプリングするための第二の電圧サンプリング回路をさ
らに含み、
　前記第二の電圧サンプリング回路は、前記制御手段に接続され、
　前記第二の電圧サンプリング回路がサンプリングした電圧値が、第一の所定電圧値より
も大きい時に、前記制御手段は、前記スイッチング手段をオンに制御し、第一の所定時間
の放電動作を行う
　ことを特徴とする請求項３乃至７のいずれか一つに記載の電源アダプタ。
【請求項９】
　前記第一の充電インタフェースは、
　前記電池を充電するための電源線と、
　前記端末と通信するためのデータ線とを含む
　ことを特徴とする請求項３に記載の電源アダプタ。
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【請求項１０】
　前記制御手段は、前記第一の充電インタフェースを介して前記端末と通信し充電モード
を特定し、
　前記充電モードは、急速充電モードと普通充電モードを含む
　ことを特徴とする請求項９に記載の電源アダプタ。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記第一の充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向
通信し前記急速充電モードで前記端末を充電すると特定した時に、
　前記制御手段は、前記端末が前記急速充電モードを開始するかどうか問い合わせるため
の第一のコマンドを前記端末に送信し、
　前記制御手段は、前記端末が前記急速充電モードの開始を許可する前記第一のコマンド
の応答コマンドを前記端末から受信する
　ことを特徴とする請求項１０に記載の電源アダプタ。
【請求項１２】
　前記制御手段は、さらに、前記スイッチング手段を制御することにより、前記電源アダ
プタに充電電流を前記急速充電モードに対応する充電電流に調整させるように制御するた
めのものであり、
　前記電源アダプタが前記急速充電モードに対応する充電電流により前記端末を充電する
前に、前記制御手段が前記第一の充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方
向通信し、前記急速充電モードに対応する充電電圧を特定し、前記電源アダプタに充電電
圧を前記急速充電モードに対応する充電電圧に調整させるように制御する
　ことを特徴とする請求項１１に記載の電源アダプタ。
【請求項１３】
　前記制御手段は、前記電源アダプタに充電電流を前記急速充電モードに対応する充電電
流に調整させるように制御する前に、前記第一の充電インタフェースのデータ線を介して
前記端末と双方向通信し、前記急速充電モードに対応する充電電流を特定する
　ことを特徴とする請求項１２に記載の電源アダプタ。
【請求項１４】
　前記制御手段は、前記第一の充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向
通信し、前記急速充電モードに対応する充電電流を特定する時に、
　前記制御手段は、前記端末が現在許容する最大充電電流を問い合わせるための第三のコ
マンドを前記端末に送信し、
　前記制御手段は、前記端末が送信した、前記端末が現在許容する最大充電電流を示すた
めの前記第三のコマンドの応答コマンドを受信し、
　前記制御手段は、前記第三のコマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モード
の充電電流を特定する
　ことを特徴とする請求項１３に記載の電源アダプタ。
【請求項１５】
　充電の過程において、入力された交流電流を一次整流し第一の脈動波形の電圧を出力す
ること、
　１次が２次に結合される電圧を二次整流することを含み、
　前記二次整流して出力した電流の波形と前記第一の脈動波形とは、周期が同一であり、
或いは、前記二次整流して出力した電流の波形の包絡は、前記第一の脈動波形の周期と同
一である
　ことを特徴とする端末用充電方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００４３】
　第二の整流手段１０４は、１次が２次に結合される電圧を整流する（図１Ａ乃至１Ｄに
示したように、１次側に入力された電圧を転換して２次側から出力された電圧を整流する
）ためのものである。第二の整流手段１０４が整流して出力した電流の波形と第一の脈動
波形と、周期が同一であり、或いは、第二の整流手段１０４が整流して出力した電流の波
形の包絡は、第一の脈動波形の周期と同一である。
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