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(57)【要約】
【目的】機器内部での発熱を抑え、広い入力電圧範囲に
対応可能な充電器を提供する。
【構成】入力電圧検知部５において外部電源１より供給
された入力電圧の電圧範囲を検知し、第１制御手段７は
、検知された電圧範囲に応じた動作モードで入力電圧を
所定の出力電圧に変換する。第１出力制御部７ａは、第
１の入力電圧範囲に応じてスイッチング素子Ｑ１～Ｑ４
のパルス幅制御を行う。また、第２出力制御部７ｂは、
第２の入力電圧範囲に応じてスイッチング素子Ｑ１～Ｑ
４をパルス幅制御する。その結果、出力電圧を所定値に
維持しながら複数の外部機器への給電を継続する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　充電対象である複数の外部機器に外部電源より充電用電力を供給する充電器であって、
　前記外部電源より供給される入力電圧の入力電圧範囲を検知する手段と、
　前記検知された入力電圧範囲に応じた動作モードで前記入力電圧を所定の出力電圧に変
換する制御手段と、
を備え、
　前記制御手段は、前記入力電圧範囲が第１の電圧範囲にある場合に対応した制御を行う
第１の制御部と、該入力電圧範囲が第２の電圧範囲にある場合に対応した制御を行う第２
の制御部とに機能的に分離されていることを特徴とする充電器。
【請求項２】
　前記動作モードは、前記入力電圧範囲が前記第１の電圧範囲あるいは前記第２の電圧範
囲にあるときに前記出力電圧を所定値に維持しながら前記複数の外部機器への給電を継続
する動作であることを特徴とする請求項１に記載の充電器。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記第１の電圧範囲あるいは前記第２の電圧範囲に応じた周期および
デューティサイクルによって半導体スイッチ素子を制御することを特徴とする請求項２に
記載の充電器。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記第１の電圧範囲における動作モードと前記第２の電圧範囲におけ
る動作モードとにおいて、前記半導体スイッチ素子からの発熱をほぼ同等とする制御を行
うことを特徴とする請求項３に記載の充電器。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記入力電圧を降圧して前記出力電圧とするＤＣ－ＤＣコンバータと
しての機能を有することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の充電器。
【請求項６】
　前記複数の外部機器へ電力を供給する複数の出力端子を、平面視ほぼ円形の筐体上面部
の外周縁に沿ってほぼ等間隔に配置したことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に
記載の充電器。
【請求項７】
　前記複数の出力端子ごとに少なくとも短絡保護部と出力電流制限部を設けたことを特徴
とする請求項６に記載の充電器。
【請求項８】
　前記複数の出力端子はＵＳＢコネクタからなり、前記複数の外部機器より延出したＵＳ
Ｂプラグが前記ＵＳＢコネクタに着脱自在に構成されていることを特徴とする請求項６ま
たは７に記載の充電器。
 

 
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、外部機器に電力を供給する充電器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機、スマートホン、ラップトップコンピュータ等の可搬型携帯端末は、内蔵さ
れたバッテリー（再充電可能電池）を動作電源としており、電源切れ等に対処するために
様々な使用状況において充電する必要がある。この場合、商用電源を充電用の電源として
専用のアダプターを使用して充電するのが一般的であるが、特に災害時等の非常時には、
商用電源以外の外部電源を使用した充電も必要となる。
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【０００３】
　近時における可搬型携帯端末は、ＵＳＢコネクタによる接続が可能な仕様となっている
ため、ＵＳＢコネクタを使用したデータ転送のみならず、ＵＳＢコネクタを介した充電も
一般化している。
【０００４】
　特許文献１は、ＵＳＢコネクタで接続される携帯機器の内蔵電池を携帯機器から取り出
すことなく充電し、あるいは、外部電源に接続できない場合においても、ＵＳＢコネクタ
に接続可能な携帯機器の内蔵電池を充電できる充電器を開示している。
【０００５】
　特許文献２は、電力変換装置において負荷が接続されているか否かの判定結果に応じて
スイッチングコンバータの少なくとも１つのスイッチ素子を制御する方法を開示している
。特許文献２では、負荷が出力端に接続されている場合、コントローラによってスイッチ
ング素子のスイッチング動作を有効化し、負荷が出力端より切断されている場合には、コ
ントローラによってスイッチング素子のスイッチング動作を無効化している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－２４７１６１号公報
【特許文献２】特開２０１６－１３５０９２号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来の充電器は、広い入力電圧範囲に対応しておらず、入力電圧と出力電圧との差が大
きい場合、その入出力電圧差による発熱が生じ、特に複数の機器に同時に電力を供給する
使用態様において内部発熱の問題が顕著になる。特許文献２の電力変換装置も、負荷が接
続されていない場合の消費電力を減らすことができても、実動作時（充電時）における発
熱の問題に対応できない。また、特許文献１の充電器は、広い入力電圧範囲に対応する構
成を備えていない。
【０００８】
　さらに、複数の出力ポートを備える従来の充電器は、それら複数の出力ポートが同一平
面上に直線状に配置されているため、充電時に互いの機器のケーブルが絡み合うという問
題がある。
【０００９】
　本考案は、上述した課題に鑑みてなされたものであり、機器内部での発熱を抑えつつ、
広い入力電圧範囲に対応可能な充電器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　かかる目的を達成し、上述した課題を解決する一手段として、例えば、以下の構成を備
える。すなわち、本考案は充電対象である複数の外部機器に外部電源より充電用電力を供
給する充電器であって、前記外部電源より供給される入力電圧の入力電圧範囲を検知する
手段と、前記検知された入力電圧範囲に応じた動作モードで前記入力電圧を所定の出力電
圧に変換する制御手段とを備え、前記制御手段は、前記入力電圧範囲が第１の電圧範囲に
ある場合に対応した制御を行う第１の制御部と、該入力電圧範囲が第２の電圧範囲にある
場合に対応した制御を行う第２の制御部とに機能的に分離されていることを特徴とする。
【００１１】
　例えば、前記動作モードは、前記入力電圧範囲が前記第１の電圧範囲あるいは前記第２
の電圧範囲にあるときに前記出力電圧を所定値に維持しながら前記複数の外部機器への給
電を継続する動作であることを特徴とする。例えば、前記制御手段は、前記第１の電圧範
囲あるいは前記第２の電圧範囲に応じた周期およびデューティサイクルによって半導体ス
イッチ素子を制御することを特徴とする。例えば、前記制御手段は、前記第１の電圧範囲
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における動作モードと前記第２の電圧範囲における動作モードとにおいて、前記半導体ス
イッチ素子からの発熱をほぼ同等とする制御を行うことを特徴とする。例えば、前記制御
手段は、前記入力電圧を降圧して前記出力電圧とするＤＣ－ＤＣコンバータとしての機能
を有することを特徴とする。例えば、前記複数の外部機器へ電力を供給する複数の出力端
子を、平面視ほぼ円形の筐体上面部の外周縁に沿ってほぼ等間隔に配置したことを特徴と
する。また、例えば、前記複数の出力端子ごとに少なくとも短絡保護部と出力電流制限部
を設けたことを特徴とする。さらに例えば、前記複数の出力端子はＵＳＢコネクタからな
り、前記複数の外部機器より延出したＵＳＢプラグが前記ＵＳＢコネクタに着脱自在に構
成されていることを特徴とする。
【考案の効果】
【００１２】
　本考案によれば、広い入力電圧範囲に対応しつつ、機器内部での発熱を抑えた充電器を
提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本考案の実施形態に係る充電器の電気的な構成を示すブロック図である。
【図２】第１の入力電圧範囲に対応した、制御部におけるスイッチング素子の制御動作の
一例を示すタイミングチャートである。
【図３】第２の入力電圧範囲に対応した、制御部におけるスイッチング素子の制御動作の
一例を示すタイミングチャートである。
【図４】実施形態に係る充電器の分解組立図である。
【図５】実施形態に係る充電器に外部機器を接続して充電している様子を示す図である。
【考案を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照して、本考案に係る実施形態を詳細に説明する。図１は、本考案
の実施形態に係る充電器の電気的な構成を示すブロック図である。本実施形態に係る充電
器１０は、外部電源接続端子３に接続された外部電源１による印加電圧を入力電圧ＶＩＮ

とし、その入力電圧ＶＩＮを所定の出力電圧ＶＯＵＴに変換した後、複数（ここでは６個
）の出力コネクタＣＮ１～ＣＮ６へ出力する。
【００１５】
　出力コネクタＣＮ１～ＣＮ６からの出力電力（出力電圧ＶＯＵＴ）は、これら出力コネ
クタに接続された外部機器（充電対象）への充電用電源として供給される。
【００１６】
　充電器１０は、ＦＥＴ（Field Effect Transistor：電界効果型トランジスタ）等から
なるスイッチング素子Ｑ１～Ｑ４を第１制御部７によってパルス幅変調（ＰＷＭ）するこ
とで、外部機器へ供給される出力電圧が制御されるＤＣ／ＤＣコンバータとしての機能を
有する。
【００１７】
　外部電源１としては、一般的な車載用バッテリー、商用電源をＡＣアダプターで降圧し
て直流化した電源、災害・非常用電源として使用される空気亜鉛電池（例えば、定格出力
１２Ｖ／４０Ａｈ）等を使用できる。
【００１８】
　車載用バッテリーの電圧は、一般乗用車がＤＣ１２Ｖ、トラックはＤＣ２４Ｖであるが
、それらに使用するオルタネーター（発電機）の充電電圧は、一般乗用車がＤＣ１４Ｖ、
トラックはＤＣ２８．５Ｖである。一方、災害・非常用の空気亜鉛電池の出力電圧は、例
えば最大ＤＣ１７Ｖを超えることがあり、電池の電気容量に残量がある限り、出力電圧が
ＤＣ５Ｖ程度に下がっても電源として使用できる。
【００１９】
　上記のように外部電源は、その使用目的に応じて出力電圧が相違する点に鑑みた場合、
そのような外部電源から電力が供給される充電器の入力電圧範囲を広く設定する必要があ
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る。そこで、本実施形態に係る充電器１０では、災害・非常用空気亜鉛電池の最低電圧と
、車載用（トラック）バッテリーの最大電圧を考慮して、入力電圧ＶＩＮの範囲をＤＣ５
Ｖ～３０Ｖとした。
【００２０】
　また、充電器１０による充電対象機器（外部機器）を、ＵＳＢ(Universal Serial Bus)
端子を備える携帯用機器、スマートホン、タブレット端末、携帯情報端末等であるとして
、充電器１０の出力電圧（充電電圧）ＶＯＵＴをＤＣ４Ｖ～５Ｖ／２．４Ａとした。
【００２１】
　図１に示すように充電器１０は、仕様の異なる外部電源に対応するため、外部電源１か
らの出力電圧（すなわち、充電器１０への入力電圧）ＶＩＮを常時検知する入力電圧検知
部５を有する。第１制御部７は、入力電圧検知部５での検知結果を受けてスイッチング素
子（ＦＥＴ）Ｑ１～Ｑ４を制御することで、入力電圧ＶＩＮを所定の出力電圧ＶＯＵＴに
変換する。すなわち、充電器１０において、第１制御部７、スイッチング素子Ｑ１～Ｑ４
等により電力変換回路が構成される。
【００２２】
　充電器１０は、入力電圧ＶＩＮを入力して第１制御部７の動作電源（ＤＣ５Ｖ）を生成
する第１電源部１１と、第１電源部１１からの出力電圧を入力して、後述する第２制御部
２１の動作電源（ＤＣ３Ｖ）を生成する第２電源部１２とを備える。
【００２３】
　充電器１０において、スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２は、ドレイン端子とソース端子とを
接続してカスケード接続され、同様にスイッチング素子Ｑ３，Ｑ４もカスケード接続され
ている。そして、スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２の接続点と、スイッチング素子Ｑ３，Ｑ４
の接続点との間にインダクタＬが接続されている。
【００２４】
　第１制御部７は、第１出力制御部７ａと第２出力制御部７ｂとを備える。充電器１０で
は、入力電圧検知部５で検知された入力電圧ＶＩＮの範囲がＤＣ３Ｖ～１２Ｖ（第１の入
力電圧範囲）のとき、第１出力制御部７ａが第１の入力電圧範囲に応じたパルス幅制御を
行う。また、入力電圧検知部５で検知された入力電圧ＶＩＮの範囲がＤＣ１２Ｖ～３０Ｖ
（第２の入力電圧範囲）のときには、第２出力制御部７ｂが第２の入力電圧範囲に応じた
パルス幅制御を行う。
【００２５】
　なお、表示部８は、上記の電源入力状態を可視表示するため、第１制御部７からの制御
信号をもとに、後述する表示ランプ（ＬＥＤ）８０を制御する。
【００２６】
　図２および図３は、充電器１０の第１制御部７におけるスイッチング素子の制御動作を
示すタイミングチャートである。図２は、入力電圧ＶＩＮがＤＣ３Ｖ～１２Ｖ（第１の入
力電圧範囲）における動作モードの一例を示している。また、図３は、入力電圧ＶＩＮが
ＤＣ１２Ｖ～３０Ｖ（第２の入力電圧範囲）における動作モードの一例を示している。
【００２７】
　スイッチング素子Ｑ１～Ｑ４各々は、ゲート・ソース間にゲート閾値電圧（ドレイン電
流が流れ始めるゲート・ソース間電圧）よりも十分高い電圧を印加することでドレイン電
流が流れてＯＮ状態となる。また、ゲート閾値電圧以下の電圧がゲート・ソース間に印加
されているときにはＯＦＦ状態となる。
【００２８】
　第１制御部７による最初の動作フェーズとして、スイッチング素子Ｑ３がＯＮ状態に維
持され、スイッチング素子Ｑ４がＯＦＦ状態となっているとき、スイッチング素子Ｑ１が
ＯＮ状態に制御されると、外部電源１から供給された電流は、Ｑ１→Ｌ→Ｑ３の経路を介
して、充電器１０の出力端子側に流れる。
【００２９】
　続く動作フェーズにおいて、スイッチング素子Ｑ１がＯＦＦ状態となり、スイッチング
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素子Ｑ２がＯＮ状態になると、インダクタＬの両端には、Ｑ１がＯＮのときとは逆バイア
スの電圧が印加されて、インダクタＬを流れる電流が減少する。
【００３０】
　具体的には、入力電圧ＶＩＮが第１の入力電圧範囲にある場合、図２に示すようにスイ
ッチング素子Ｑ１，Ｑ３がＯＮのとき、インダクタＬの両端には、入力電圧ＶＩＮと出力
電圧ＶＯＵＴとの差分の電圧が印加されるが、スイッチング素子Ｑ１がＯＦＦで、スイッ
チング素子Ｑ２，Ｑ３がＯＮのときには、インダクタＬの両端電圧ＶＬは出力電圧ＶＯＵ

Ｔと等しくなる。
【００３１】
　入力電圧ＶＩＮが第２の入力電圧範囲にあるときには、第１制御部７は、図３に示すよ
うに、上記の動作フェーズの相対的な時間幅（デューティサイクル）を適宜変えるパルス
幅制御を行うことで、出力電圧ＶＯＵＴを所定値に維持するとともにインダクタＬを流れ
る平均電流ＩＯＵＴを制御する。
【００３２】
　第１の入力電圧範囲およひ第２の入力電圧範囲のいずれの場合においても、出力電圧Ｖ

ＯＵＴの設定は、例えば、充電器１０の出力端に接続した分割抵抗による電圧値を第１制
御部７にフィードバックする（出力電圧帰還）等により行う。
【００３３】
　このように、所定の周波数とデューティサイクルによってスイッチング素子Ｑ１～Ｑ４
のＯＮ／ＯＦＦ制御を行うことで、充電器１０に接続された外部機器へ供給される電力の
変換制御を行う。すなわち、入力された直流電圧（外部電源の電圧）に応じたＰＷＭ変調
を行うことで、充電器１０からの出力電圧がデューティサイクルによって動的に調整され
、外部機器へ供給される電力も連続的に調整される。
【００３４】
　充電器１０において、外部電源接続端子３とスイッチング素子Ｑ１との間には、入力電
流検知部１５が配置されている。同様に出力側においても、出力電流検知部１７が配置さ
れている。入力電流検知部１５と出力電流検知部１７には、例えば１０ｍΩ程度の抵抗器
が内蔵されている。
【００３５】
　第１制御部７は、これらの内蔵抵抗器各々における電圧降下を抵抗両端の差動電圧とし
て検知する。例えば、入力電流が一定値を超えた場合、あるいは出力電流が一定値を超え
た場合、そのときの入力電圧ＶＩＮの範囲に応じて、第１出力制御部７ａあるいは第２出
力制御部７ｂは電流リミッタとして機能する。
【００３６】
　充電器１０の出力側（外部機器への電力供給側）には、第２制御部２１により制御され
る出力調節・保護部２１～２６が配置され、例えば、出力コネクタＣＮ１～ＣＮ６の出力
端子の短絡による電源ショート保護、過電流保護、過負荷保護等を行っている。
【００３７】
　本実施形態に係る充電器１０では、出力コネクタＣＮ１～ＣＮ６各々に対応させて、出
力調節・保護部２１～２６が設けられている。したがって、複数ある出力ポートの１つで
短絡等の障害が発生しても、その影響が他の出力ポートに波及することはない。
【００３８】
　第２制御部２１において、過電流保護等の制御プログラムがメモリ２５に格納されてお
り、例えば、ＲＣ発振部(RC Oscillator)２３からの信号をもとに出力調節・保護部２１
～２６において出力電流のＯＮ／ＯＦＦを制御することで、外部機器への出力電流が電流
制限設定値に達した場合、出力をＯＦＦとし、入力電流が設定値を超えた場合には、電流
を設定値以下に制限する。
【００３９】
　第２制御部２１はさらに、タイマー２７に基づく計時を行い、例えば、所定の充電時間
が終了するまでに充電が完了しない場合、出力調節・保護部２１～２６に信号を送信して
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、外部機器への電力供給を中断する。また、あらかじめ設定したタイマ期間内に充電完了
電流が設定値に到達しない場合、出力調節・保護部２１～２６に信号を送信して充電を中
断する。
【００４０】
　その結果、外部電源１から充電器１０へは、あらかじめ設定した電流制限値内の入力電
流が流れ込み、充電器１０から外部機器（充電対象）へは制限値内の電流が出力される。
【００４１】
　出力コネクタＣＮ１～ＣＮ６は、ＵＳＢ規格に準拠したコネクタであり、充電対象機器
（外部機器）から延びるＵＳＢプラグを接続できる。出力コネクタＣＮ１～ＣＮ６は、上
記の第１制御部７、第２制御部２１、スイッチング素子Ｑ１～Ｑ４等とともに、回路基板
上の所定位置に実装されている。各出力コネクタ（ＵＳＢ端子）からは、例えば、ＤＣ５
Ｖ／２．４Ａの電力が供給可能である。
【００４２】
　従来より使用されているＵＳＢ２．０／３．０規格では、５Ｖの公称電圧で、ポート当
たり５００ｍＡ／９００ｍＡ以下の電流に制限されている。このことから、充電器１０に
より充電対象機器（外部機器）への高速充電が可能となる。
【００４３】
　図４は、本実施形態に係る充電器の分解組立図である。図４に示すように充電器１０は
、平面から見た形状が円形で、その周囲が側壁で囲まれた椀状の上部ケース（上部筐体）
３１と、同じく平面視円形で、その周囲に側壁を有する椀状の底部ケース（下部筐体）３
５とを、側壁どうしを合わせて対向させたとき、上部ケース３１と底部ケース３５により
空間が形成される構造を有する。その空間内に回路基板３３が収容される。
【００４４】
　回路基板３３に設けた貫通孔４３ａ～４３ｄと、底部ケース３５の内面側に形成した取
付ボス４５ａ～４５ｄとを位置合わせして、これらの貫通孔それぞれよりセルフタップネ
ジ４１ａ～４１ｄをねじ込むことで、回路基板３３が底部ケース３５に固定される。
【００４５】
　回路基板３３には、スイッチング素子Ｑ１～Ｑ４、インダクタＬ等とともに６個の出力
コネクタＣＮ１～ＣＮ６が実装され、これらの出力コネクタＣＮ１～ＣＮ６は、基板の周
辺部に沿った領域に配置されている。出力コネクタＣＮ１～ＣＮ６それぞれの上面部分は
、上部ケース３１に設けた貫通孔を通してプラグとの接続が可能となるように位置合わせ
されている。
【００４６】
　ここでは、出力コネクタＣＮ１～ＣＮ６が、充電対象機器（外部機器）のＵＳＢプラグ
を差し込む出力ポートＰ１～Ｐ６となり、充電器１０と外部機器との電気的な接続が維持
される。出力ポートＰ１～Ｐ６において、出力コネクタＣＮ１～ＣＮ６に対してＵＳＢプ
ラグが脱着自在となる。
【００４７】
　図５は、本実施形態に係る充電器に外部機器を接続して充電しているときの様子を示し
ている。図５において充電器１０は、電源ケーブル７１を介して外部電源１より電力供給
を受ける。充電器１０の６個の出力ポートＰ１～Ｐ６それぞれには、携帯電話機、スマー
トホン等の外部機器Ｔ１～Ｔ６から延びるＵＳＢケーブル６１～６５の先端に設けられた
ＵＳＢプラグＵ１～Ｕ６が接続されている。
【００４８】
　充電器１０の出力ポートＰ１～Ｐ６は、上部ケース３１の上面側の周辺部に、互いに所
定距離離れながら、ほぼ等間隔に配置されている。具体的には、図５の点線矢印で示すよ
うに円形の上部ケースの中心点から放射状に延びた方向にある上部ケースの周縁部に、互
いに円周方向に約６０°離れて配列されている。
【００４９】
　上記の構成としたことで、図５に示すように充電器１０のすべての出力ポートＰ１～Ｐ
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６に同時に６個の外部機器Ｔ１～Ｔ６を接続した場合、これらの外部機器を充電器１０か
ら放射状に載置できる。そして、それに伴いＵＳＢケーブル６１～６５も充電器から放射
状に延びるので、外部機器の充電用ケーブルが互いに絡まることがない。
【００５０】
　よって、充電時において、充電器１０上でＵＳＢコネクタが整理されて配列され、ＵＳ
Ｂケーブル６１～６５が充電器１０から放射状に広がるので、外部機器の所有者は、充電
中の自己の外部機器を他の外部機器から容易に識別できる。
【００５１】
　なお、充電器１０の上面部に配置されている表示ランプ（ＬＥＤ）８０は、負荷に関係
なく電源入力状態を表示する。充電器１０に対して外部電源１よりＤＣ５Ｖ～ＤＣ３０Ｖ
の範囲で電源が供給されているときには、表示ランプ（ＬＥＤ）８０が緑色に点灯し、外
部機器への充電が可能であることを表示する。また、外部電源１からの供給電圧がＤＣ５
Ｖ未満になると、表示ランプ（ＬＥＤ）８０が赤色で点滅し、外部機器への充電が限界で
あることを表示する。
【００５２】
　以上説明したように、本実施形態に係る充電器は、電圧変換制御を行う出力制御回路を
、第１の入力電圧範囲（例えば、ＤＣ３Ｖ～１２Ｖ）に対応する構成と、第２の入力電圧
範囲（例えば、ＤＣ１２Ｖ～３０Ｖ）に対応する構成とからなる２つの内部回路に機能的
に分離し、入力電圧範囲が例えばＤＣ３Ｖ～１２Ｖの場合、検知された入力電圧に応じて
、分離された内部回路による出力制御を行う。こうすることで、充電器からは所定の出力
電圧が出力されるとともに、出力電流を所定値に制限しながら内部素子（機器内部）にお
ける発熱を抑えることができる。
【００５３】
　また、広範囲の入力電圧に対応して一定の出力電圧源を形成できるので、複数の外部機
器に対して同時に給電が可能となる。そのため、複数の出力ポートのいずれのポートに外
部機器を接続しても、あるいは、すべてのポートに外部機器を接続しても、スマートホン
、高性能タブレット端末等の外部機器へ高速充電が可能となる。
【００５４】
　さらには、充電器の筐体上面の周辺部に、その円周方向に所定距離離間させて複数の出
力ポートを配置することで、複数の外部機器による一斉充電を行う際の接続が容易になり
、また、外部機器を充電器から放射状に載置できるので、外部機器のケーブルが互いに絡
まるのを確実に回避できる。
【００５５】
　上記のような出力ポートの配置により、例えば、平常時のみならず災害等の発生時に多
くのスマートホン等を同時に充電器に接続する使用態様においても、接続ケーブルが重な
り合ってスマートホン等の所有者が自己の機器の識別が難しくなるという問題も生じない
。
【符号の説明】
【００５６】
１　外部電源
３　外部電源接続端子
５　入力電圧検知部
７　第１制御部
７ａ　第１出力制御部
７ｂ　第２出力制御部
８　表示部
１０　充電器
１１　第１電源部
１２　第２電源部
１５　入力電流検知部
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１７　出力電流検知部
２１　第２制御部
２３　ＲＣ発振部
２５　メモリ
２７　タイマー
３１　上部ケース
３３　回路基板
３５　底部ケース
４１ａ～４１ｄ　セルフタップネジ
４３ａ～４３ｄ　貫通孔
４５ａ～４５ｄ　取付ボス
６１～６５　ＵＳＢケーブル
７１　電源ケーブル
８０　表示ランプ
ＣＮ１～ＣＮ６　出力コネクタ
Ｐ１～Ｐ６　出力ポート
Ｑ１～Ｑ４　スイッチング素子
Ｔ１～Ｔ６　外部機器
Ｕ１～Ｕ６　ＵＳＢプラグ

 

【図１】 【図２】

【図３】
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