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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１充電モード及び第２充電モードを有するアダプターであって、
　入力される交流を変換し、出力電圧及び出力電流を取得する電力変換ユニットと、
　該電力変換ユニットに接続されるサンプリング保持ユニットと、
　該サンプリング保持ユニットに接続される電流採取制御ユニットとを備え、
　前記第１充電モードが定電圧モードであり、前記第２充電モードが定電流モードであり
、
　前記出力電流が第１脈動波形の電流であり、
　前記サンプリング保持ユニットがサンプリング状態にある場合、前記サンプリング保持
ユニットは、前記第１脈動波形の電流をサンプリングするために用いられ、前記サンプリ
ング保持ユニットが保持状態にある場合、前記サンプリング保持ユニットは、前記第１脈
動波形の電流のピーク値を保持するために用いられ、
　前記電流採取制御ユニットは、前記サンプリング保持ユニットが前記保持状態にあるか
否かを判断するために用いられ、前記サンプリング保持ユニットが前記保持状態にあると
判断された場合に、前記サンプリング保持ユニットにより保持された前記第１脈動波形の
電流のピーク値を採取するアダプター。
【請求項２】
　前記電流採取制御ユニットは、具体的には、同期信号を受信するために用いられ、該同
期信号に基づいて前記サンプリング保持ユニットが保持状態にあるか否かを判断し、
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　前記同期信号の周期は、前記第１脈動波形の周期の１／Ｎであり、Ｎは、１以上の整数
である請求項１に記載のアダプター。
【請求項３】
　前記電流採取制御ユニットは、前記電力変換ユニットに接続され、該電力変換ユニット
から前記同期信号を取得する請求項２に記載のアダプター。
【請求項４】
　前記電力変換ユニットは、１次ユニットと、２次ユニットとを備え、
　前記電流採取制御ユニットは、前記１次ユニットに接続され、前記１次ユニットから前
記同期信号を取得する請求項３に記載のアダプター。
【請求項５】
　前記１次ユニットは、前記交流に対して整流を行い、第３脈動波形の電圧を取得するた
めに用いられ、
　該第３脈動波形と前記第１脈動波形の周期が同じであり、前記１次ユニットは、光結合
ユニットを介して前記第３脈動波形の電圧を１次から２次に結合し、第４脈動波形の電圧
を取得し、該第４脈動波形の電圧を前記同期信号として、前記電流採取制御ユニットに送
信する請求項４に記載のアダプター。
【請求項６】
　前記電流採取制御ユニットは、前記同期信号に基づいて、前記第１脈動波形がピーク値
又は立ち下がりエッジにあるか否かを判断し、前記第１脈動波形がピーク値又は立ち下が
りエッジにあると判断された場合に、前記サンプリング保持ユニットにより保持された前
記第１脈動波形の電流のピーク値を採取する請求項２から請求項５のいずれかに記載のア
ダプター。
【請求項７】
　前記電流採取制御ユニットは、
　コンパレータと、制御ユニットとを備え、
　前記コンパレータの第１入力端は、前記同期信号を受信するために用いられ、前記コン
パレータの第２入力端は、参考電圧を受信するために用いられ、
　前記制御ユニットが前記コンパレータの出力端に接続され、前記同期信号の電圧と前記
参考電圧との比較結果に基づいて、前記第１脈動波形がピーク値又は立ち下がりエッジに
あるか否かを判断する請求項６に記載のアダプター。
【請求項８】
　前記電流採取制御ユニットは、
　比較ユニットと、制御ユニットとを備え、
　前記比較ユニットは、コンデンサ及びコンパレータを備え、前記コンデンサは、前記同
期信号を受信するために用いられ、前記同期信号における直流信号をフィルタリングして
、ゼロクロス点の交流信号を取得し、
　前記コンパレータの第１入力端は、前記コンデンサに接続され、前記交流信号を受信す
るために用いられ、前記コンパレータの第２入力端は、参考電圧を受信するために用いら
れ、
　前記コンパレータは、前記交流信号の電圧と前記参考電圧とを比較するために用いられ
、前記制御ユニットは、前記コンパレータの出力端に接続され、前記交流信号の電圧と前
記参考電圧の比較結果に基づいて、前記第１脈動波形がピーク値又は立ち下がりエッジに
あるか否かを判断し、ここで、前記参考電圧の電圧値を０とする請求項６に記載のアダプ
ター。
【請求項９】
　前記第１脈動波形の周期と前記同期信号の周期が同じである請求項２から請求項８のい
ずれかに記載のアダプター。
【請求項１０】
　前記電流採取制御ユニットは、前記第１脈動波形の電流のピーク値を採取した後、前記
サンプリング保持ユニットを制御して前記保持状態からサンプリング状態に変換させるこ
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とに用いられる請求項１から請求項９のいずれかに記載のアダプター。
【請求項１１】
　前記サンプリング保持ユニットが、コンデンサを備え、
　前記サンプリング保持ユニットは、前記サンプリング保持ユニットにおける前記コンデ
ンサにより、前記第１脈動波形の電流のピーク値を保持し、
　前記電流採取制御ユニットが、放電ユニットと、制御ユニットとを備え、
　前記放電ユニットは、前記制御ユニット及び前記サンプリング保持ユニットにおける前
記コンデンサにそれぞれ接続され、前記放電ユニットは、前記制御ユニットの制御下で、
前記サンプリング保持ユニットにおける前記コンデンサの両端の電荷を解放するために用
いられ、前記サンプリング保持ユニットを前記保持状態から前記サンプリング状態に変換
させる請求項１０に記載のアダプター。
【請求項１２】
　電圧調整ユニットをさらに備え、
　該電圧調整ユニットは、前記電力変換ユニットに接続され、前記出力電圧を検出して調
整するために用いられ、
　前記電流採取制御ユニットは、前記電圧調整ユニットに接続され、前記電圧調整ユニッ
トを介して、前記第１脈動波形の電流のピーク値を調整する請求項１から請求項１１のい
ずれかに記載のアダプター。
【請求項１３】
　前記サンプリング保持ユニットは、
　前記電力変換ユニットに接続され、前記第１脈動波形の電流を検出して、サンプリング
電流を取得し、該サンプリング電流をサンプリング電圧に変換するための電流サンプリン
グユニットと、
　該電流サンプリングユニット及び前記電流採取制御ユニットに接続され、前記電流サン
プリングユニットから前記サンプリング電圧を受信する電流保持ユニットであって、該サ
ンプリング電圧に基づいて前記電流保持ユニットにおけるコンデンサを充電する電流保持
ユニットとを備え、
　前記サンプリング電圧は、第１脈動波形の電流の大きさを示すために用いられ、
　前記電流採取制御ユニットは、前記サンプリング保持ユニットにおける前記コンデンサ
の両端の電圧を検出することにより、前記第１脈動波形の電流のピーク値を採取する請求
項１から請求項１２のいずれかに記載のアダプター。
【請求項１４】
　前記電流採取制御ユニットは、アナログデジタル変換器ＡＤＣを備え、
　前記電流採取制御ユニットは、前記ＡＤＣにより前記第１脈動波形の電流のピーク値を
採取する請求項１から請求項１３のいずれかに記載のアダプター。
【請求項１５】
　前記第２充電モード下の充電対象機器に対する充電速度が前記第１充電モード下の前記
充電対象機器に対する充電速度より速く、前記第１脈動波形の電流が前記第２充電モード
下の出力電流であり、
　前記充電対象機器と接続するプロセスにおいて、前記充電対象機器と双方向通信を行い
、前記第２充電モード下の前記アダプターの出力を制御する制御ユニットを備える請求項
１から請求項１４のいずれかに記載のアダプター。
【請求項１６】
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信を行い、前記第２充電モード下の出
力を制御するプロセスは、前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信を行い、前
記充電対象機器との間の充電モードをネゴシエーションすることを含む請求項１５に記載
のアダプター。
【請求項１７】
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信を行い、前記充電対象機器との間の
充電モードをネゴシエーションすることは、
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　前記制御ユニットが前記充電対象機器に前記充電対象機器が前記第２充電モードをオン
にするか否かを問い合わせるための第１命令を送信することと、
　前記制御ユニットが前記充電対象機器から送信される前記充電対象機器が前記第２充電
モードをオンにすることに同意するかどうかを示すための前記第１命令の返信命令を受信
することと、
　前記充電対象機器が前記第２充電モードをオンにすることに同意された場合に、前記制
御ユニットが前記第２充電モードを使用して前記充電対象機器を充電することを含む請求
項１６に記載のアダプター。
【請求項１８】
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信を行い、前記第２充電モード下の出
力を制御するプロセスは、
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信を行い、前記第２充電モード下で出
力される前記充電対象機器を充電するための充電電圧を決定することと、
　前記制御ユニットが前記出力電圧に対して調整を行い、前記出力電圧と、前記第２充電
モード下で出力される前記充電対象機器を充電するための充電電圧とを等しくすることを
含む請求項１５から請求項１７のいずれかに記載のアダプター。
【請求項１９】
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信を行い、前記第２充電モード下で出
力される前記充電対象機器を充電するための充電電圧を決定することは、
　前記制御ユニットが前記充電対象機器に前記出力電圧が前記充電対象機器の電池の現在
電圧とマッチングするかどうかを問い合わせるための第２命令を送信することと、
　前記制御ユニットが前記充電対象機器から送信される前記出力電圧が前記電池の現在電
圧とマッチングし、やや高い又はやや低いことを示すための前記第２命令の返信命令を受
信することを含む請求項１８に記載のアダプター。
【請求項２０】
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信を行い、前記第２充電モード下の出
力を制御するプロセスは、
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信を行い、前記第２充電モード下で出
力される前記充電対象機器を充電するための充電電流を決定することと、
　前記制御ユニットが前記第１脈動波形の電流のピーク値に対して調整を行い、前記第１
脈動波形の電流のピーク値と、前記第２充電モード下で出力される前記充電対象機器を充
電するための充電電流とを等しくすることを含む請求項１５から請求項１９のいずれかに
記載のアダプター。
【請求項２１】
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信を行い、前記第２充電モード下の前
記アダプターが出力する前記充電対象機器を充電するための充電電流を決定することは、
　前記制御ユニットが前記充電対象機器に前記充電対象機器の現在サポートできる最大充
電電流を問い合わせるための第３命令を送信することと、
　前記制御ユニットが前記充電対象機器から送信される前記充電対象機器の現在サポート
できる最大充電電流を示すための前記第３命令の返信命令を受信することと、
　前記制御ユニットが前記充電対象機器の現在サポートできる最大充電電流に応じて、前
記第２充電モード下で出力される前記充電対象機器を充電するための充電電流を決定する
ことを含む請求項２０に記載のアダプター。
【請求項２２】
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信を行い、前記第２充電モード下の出
力を制御するプロセスは、
　前記第２充電モードを使用して充電するプロセスにおいて、前記制御ユニットが前記充
電対象機器と双方向通信を行い、前記第１脈動波形の電流のピーク値を調整することを含
む請求項１５から請求項２１のいずれかに記載のアダプター。
【請求項２３】
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　移動端末を充電するためのアダプターである請求項１から請求項２２のいずれかに記載
のアダプター。
【請求項２４】
　充電プロセスに対して制御を行うための制御ユニットを備え、
　該制御ユニットがマイクロ・コントローラー・ユニットＭＣＵである請求項１から請求
項２３のいずれかに記載のアダプター。
【請求項２５】
　アダプターに適用する充電制御方法であって、
　前記アダプターは、第１充電モード及び第２充電モードを有し、前記第１充電モードが
定電圧モードであり、前記第２充電モードが定電流モードであり、
　前記アダプターは、電力変換ユニットと、サンプリング保持ユニットとを備え、
　前記電力変換ユニットは、入力される交流を変換し、前記アダプターの出力電圧及び出
力電流を取得するために用いられ、前記出力電流が第１脈動波形の電流であり、前記サン
プリング保持ユニットが前記電力変換ユニットに接続され、前記サンプリング保持ユニッ
トがサンプリング状態にある場合、前記サンプリング保持ユニットは、前記第１脈動波形
の電流をサンプリングするために用いられ、前記サンプリング保持ユニットが保持状態に
ある場合、前記サンプリング保持ユニットは、前記第１脈動波形の電流のピーク値を保持
するために用いられ、
　前記サンプリング保持ユニットが前記保持状態にあるか否かを判断するステップと、
　前記サンプリング保持ユニットが前記保持状態にあると判断された場合に、前記サンプ
リング保持ユニットにより保持された前記第１脈動波形の電流のピーク値を採取するステ
ップとを含む充電制御方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施例は充電分野に関し、より詳しくは、アダプター及び充電制御方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　アダプターは、電源アダプターとも呼ばれる充電対象機器（例えば端末）を充電するた
めのものである。現在市販されているアダプターは、一般的に定電圧方式を採用して充電
対象機器（例えば端末）を充電する。充電対象機器における電池は、一般的にリチウム電
池であるため、定電圧方式を使用して充電対象機器を充電すると、リチウム析出現象を容
易に引き起こし、電池の寿命低下を招く。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本出願の実施例は、アダプター及び充電制御方法を提供し、電池のリチウム析出現象を
低減し、電池の使用寿命を向上する。
【０００４】
　本発明の実施例によりアダプター及び充電制御方法を提供し、電池のリチウム析出現象
を低減し、電池の使用寿命を向上する。
【０００５】
　第１態様として、アダプターを提供する。前記アダプターは、第１充電モード及び第２
充電モードを有し、前記第１充電モードが定電圧モードであり、前記第２充電モードが定
電流モードであり、入力される交流を変換し、出力電圧及び出力電流を取得する電力変換
ユニットと、該電力変換ユニットに接続されるサンプリング保持ユニットと、該サンプリ
ング保持ユニットに接続される電流採取制御ユニットとを備え、前記出力電流が第１脈動
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波形の電流であり、前記サンプリング保持ユニットがサンプリング状態にある場合、前記
サンプリング保持ユニットは、前記第１脈動波形の電流をサンプリングするために用いら
れ、前記サンプリング保持ユニットが保持状態にある場合、前記サンプリング保持ユニッ
トは、前記第１脈動波形の電流のピーク値を保持するために用いられ、前記電流採取制御
ユニットは、前記サンプリング保持ユニットが前記保持状態にあるか否かを判断するため
に用いられ、前記サンプリング保持ユニットが前記保持状態にあると判断された場合に、
前記サンプリング保持ユニットにより保持された前記第１脈動波形の電流のピーク値を採
取する。
【０００６】
　第２態様として、充電制御方法を提供する。前記方法は、アダプターに適用し、前記ア
ダプターは、第１充電モード及び第２充電モードを有し、前記第１充電モードが定電圧モ
ードであり、前記第２充電モードが定電流モードであり、前記アダプターは、電力変換ユ
ニットと、サンプリング保持ユニットとを備え、前記電力変換ユニットは、入力される交
流を変換し、前記出力電圧及び出力電流を取得するために用いられ、前記出力電流が第１
脈動波形の電流であり、前記サンプリング保持ユニットが前記電力変換ユニットに接続さ
れ、前記サンプリング保持ユニットがサンプリング状態にある場合、前記サンプリング保
持ユニットは、前記第１脈動波形の電流をサンプリングするために用いられ、前記サンプ
リング保持ユニットが保持状態にある場合、前記サンプリング保持ユニットは、前記第１
脈動波形の電流のピーク値を保持するために用いられ、前記サンプリング保持ユニットが
前記保持状態にあるか否かを判断するステップと、前記サンプリング保持ユニットが前記
保持状態にあると判断された場合に、前記サンプリング保持ユニットにより保持された前
記第１脈動波形の電流のピーク値を採取するステップとを含む。
【０００７】
　本発明の実施形態のアダプターの出力電流は、脈動波形の電流（又は脈動直流電と称す
る）であり、脈動波形の電流は、電池のリチウム析出現象を低減することができる。また
、脈動波形の電流は、充電インターフェースの接点のアーク放電の確率及び強度を減少し
、充電インターフェースの寿命を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　本発明の実施形態の明細書をより明確に説明するために、以下、本発明の実施形態にお
いて使用する必要のある図面を簡単に説明し、明らかに、以下に説明する図面はただ本発
明の一部の実施例であり、当業者にとって、想像の範囲内という前提で、これらの図面に
基づいて、他の図面をさらに得ることができる。
【図１】本発明の一実施形態に係る第２アダプターの構成概略図である。
【図２Ａ】本発明の実施例の脈動波形の概略図である。
【図２Ｂ】本発明の実施例の脈動波形の概略図である。
【図３】本発明の他の実施例の第２アダプターの構成概略図である。
【図４】本発明の他の実施例の第２アダプターの構成概略図である。
【図５】本発明の実施例の同期信号と第１脈動波形との位相関係の例を示す図である。
【図６】本発明のさらに他の実施例の第２アダプターの構成概略図である。
【図７】本発明のさらに他の実施例の第２アダプターの構成概略図である。
【図８】本発明のさらに他の実施例の第２アダプターの構成概略図である。
【図９】本発明の実施例の同期信号の取得方式の例を示す図である。
【図１０】本発明の一実施形態の電流採取制御ユニットの構成概略図である。
【図１１】本発明の一つの実施例の参考電圧、コンパレータの出力レベル及び第２アダプ
ターの出力電流の波形関係概略図である。
【図１２】本発明のもう一つの実施例の参考電圧、コンパレータの出力レベル及び第２ア
ダプターの出力電流の波形関係概略図である。
【図１３】本発明のもう一つの実施例の電流採取制御ユニットの構成概略図である。
【図１４】本発明のさらに他の実施例の第２アダプターの構成概略図である。
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【図１５】本発明のさらに他の実施例の第２アダプターの構成概略図である。
【図１６】本発明のさらに他の実施例の第２アダプターの構成概略図である。
【図１７】本発明のさらに他の実施例の第２アダプターの構成概略図である。
【図１８】本発明のさらに他の実施例の第２アダプターの構成概略図である。
【図１９Ａ】本発明の一実施形態に係る第２アダプターと充電対象機器との接続方式の概
略図である。
【図１９Ｂ】本発明の実施例の急速充電通信プロセスの概略図である。
【図２０】本発明のさらに他の実施例の第２アダプターの構成概略図である。
【図２１】本発明の一つの実施例の第２アダプターの回路構成概略図である。
【図２２】本発明の他の実施例の第２アダプターの回路構成概略図である。
【図２３】本発明の一実施形態に係る充電制御方法の概略的な流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態における添付図面を合わせて、本発明の実施形態における明細
書について明確かつ完全な説明を行い、明らかに、説明される実施形態は、本発明の一部
の実施例であり、すべての実施例ではない。本発明における実施例に基づいて、当業者の
想像の範囲内という前提で得られるすべての他の実施例は、本発明の保護範囲に属すべき
である。
【００１０】
　関連技術において、充電対象機器（例えば端末）を充電するための第１アダプターが言
及された。該第１アダプターが定電圧モードで作動する。定電圧モードにおいて、該第１
アダプターの出力電圧は、基本的に、例えば５Ｖ、９Ｖ、１２Ｖ又は２０Ｖなどの一定に
維持される。
【００１１】
　第１アダプターの出力電圧は、直接に電池の両端に印加するのに適さず、充電対象機器
（例えば端末）内の電池の予期充電電圧及び／又は充電電流が得られるように、先ずは、
充電対象機器（例えば端末）内の変換回路を経由して変換する必要がある。
【００１２】
　変換回路は、第１アダプターの出力電圧に対して変換するために用いられ、電池の予期
充電電圧及び／又は充電電流のニーズを満たす。
【００１３】
　一例として、変換回路は、充電管理モジュール、例えば、充電集積回路（ｉｎｔｅｇｒ
ａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ，ＩＣ）を指す。電池の充電プロセスにおいて、電池の充電電
圧及び／又は充電電流に対して管理を行うために用いられる。変換回路は、電圧フィード
バックモジュールの機能を有し、及び／又は電流フィードバックモジュールの機能を有す
ることにより、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。
【００１４】
　例えば、電池の充電プロセスは、トリクル充電段階、定電流充電段階及び定電圧充電段
階のうちの少なくとも一つを含むことができる。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ループを利用して、トリクル充電段階で電池に流れ込む電流が電池
の予期充電電流の大きさ（例えば、第１充電電流）を満たすようにすることができる。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ループを利用して、定電流充電段
階で電池に流れ込む電流が電池の予期充電電流の大きさ（例えば、第２充電電流、該第２
充電電流は第１充電電流より大きくてもよい）を満たすようにすることができる。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ループを利用して定電圧充電段階で電
池の両端に印加する電圧が電池の予期充電電圧の大きさを満たすようにすることができる
。
【００１５】
　一例として、第１アダプターの出力電圧が電池の予期充電電圧より大きい場合、降圧変
換した後に得られる充電電圧が電池の予期充電電圧のニーズを満たすように、変換回路は
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、第１アダプターの出力電圧に対して降圧処理を行うために用いられることができる。ま
た一例として、第１アダプターの出力電圧が電池の予期充電電圧より小さい場合、昇圧変
換した後に得られる充電電圧が電池の予期充電電圧のニーズを満たすように、変換回路は
、第１アダプターの出力電圧に対して昇圧処理を行うために用いられることができる。
【００１６】
　また一例として、例えば、第１アダプターが５Ｖの定電圧を出力する。電池は、単一セ
ル（例えばリチウム電池セル、単一セルの充電終止電圧が４．２Ｖである）を有する場合
、降圧した後に得られる充電電圧が電池の予期充電電圧のニーズを満たすように、変換回
路（例えばＢｕｃｋ降圧回路）は、第１アダプターの出力電圧に対して降圧処理を行うこ
とができる。
【００１７】
　また一例として、例えば、第１アダプターが５Ｖの定電圧を出力する。第１アダプター
が複数の単セルを直列接続した電池（例えば、リチウム電池セル、単一セルの充電終止電
圧が４．２Ｖである）を充電する場合、昇圧した後に得られる充電電圧が電池の予期充電
電圧のニーズを満たすように、変換回路（例えばＢｏｏｓｔ昇圧回路）は、第１アダプタ
ーの出力電圧に対して昇圧処理を行うことができる。
【００１８】
　変換回路が回路の変換効率低下という原因で制限されることは、変換されない分の電気
エネルギーが熱量の形でなくなることを招く。この部分の熱量が充電対象機器（例えば端
末）の内部に集まる。充電対象機器（例えば端末）の設計スペース及び放熱スペースが非
常に小さいため（例えば、ユーザが使用する移動端末の物理的なサイズがますます薄くな
るとともに、移動端末の性能を向上させるために、移動端末内に数多くの電子素子を密に
配列するようになる）、変換回路の設計難易度を上げ、充電対象機器（例えば端末）内に
集まっている熱の迅速除去が難しくなり、さらに、充電対象機器（例えば端末）の異常を
引き起こす。
【００１９】
　例えば、変換回路に集まっている熱は、変換回路の付近の電子素子に対して熱干渉を引
き起こし、電子素子の作動異常の誘因となるおそれがある。また、例えば、変換回路に集
まっている熱は、変換回路及び付近の電子素子の使用寿命を短縮するおそれがある。また
、例えば、変換回路に集まっている熱は、電池に対して熱干渉を引き起こすおそれがあり
、さらに、電池の充放電異常を招く。また、例えば、変換回路に集まっている熱は、充電
対象機器（例えば端末）の温度上昇を引き起こすおそれがあり、充電中におけるユーザの
使用体験に影響を及ぼす。また、例えば、変換回路に集まっている熱は、変換回路自身の
短絡を引き起こすおそれがあり、第１アダプターの出力電圧が直接に電池の両端に印加す
ることにより、充電異常を引き起こし、電池が長時間過電圧充電状態にある場合、電池の
爆発さえ引き起こし、ユーザの安全を危険にさらす。
【００２０】
　本発明の一実施形態においては、出力電圧調節可能の第２アダプターを提供する。第２
アダプターは、電池の状態情報を取得することができる。電池の状態情報は、電池の現在
の電気量情報及び／又は電圧情報を含むことができる。第２アダプターは、取得される電
池の状態情報に基づいて第２アダプター自身の出力電圧を調節することにより、電池の予
期充電電圧及び／又は充電電流のニーズを満たすができる。さらに、電池充電プロセスの
定電流充電段階において、第２アダプターによって調節された後の出力電圧は、直接に電
池の両端に印加して電池を充電することができる。
【００２１】
　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、第２アダプターは
、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有す
ることができる。
【００２２】
　第２アダプターは、取得される電池の状態情報に基づいて第２アダプター自身の出力電
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圧を調節する。第２アダプターは、リアルタイムに電池の状態情報を取得し、毎回の取得
される電池のリアルタイム状態情報に基づいて第２アダプター自身の出力電圧を調節する
ことができ、電池の予期充電電圧及び／又は充電電流を満たすことを指す。
【００２３】
　該第２アダプターは、リアルタイムに取得される電池の状態情報に基づいて第２アダプ
ター自身の出力電圧を調節するとは、充電プロセスにおける電池の電圧が絶えず上昇する
につれて、第２アダプターは、充電プロセスにおける異なる時点の電池の現在の状態情報
を取得し、電池の現在の状態情報に基づいて第２アダプター自身の出力電圧をリアルタイ
ムに調節することができ、電池の予期充電電圧及び／又は充電電流のニーズを満たす。
【００２４】
　例えば、電池の充電プロセスは、トリクル充電段階、定電流充電段階及び定電圧充電段
階のうちの少なくとも一つを含むことができる。トリクル充電段階において、第２アダプ
ターは、電流フィードバックループを利用して、トリクル充電段階で第２アダプターから
出力されて電池に流れ込む電流が電池の予期充電電流の要求（例えば、第１充電電流）を
満たすようにすることができる。定電流充電段階において、第２アダプターは、電流フィ
ードバックループを利用して、定電流充電段階で第２アダプターから出力されて電池に流
れ込む電流が電池の予期充電電流の要求（例えば、第２充電電流、第２充電電流は第１充
電電流より大きくてもよい）を満たすことができ、また、定電流充電段階において、第２
アダプターは、出力される充電電圧を直接に電池の両端に印加して電池を充電することが
できる。定電圧充電段階において、第２アダプターは電圧フィードバックループを利用し
て、定電圧充電段階で第２アダプターから出力される電圧が電池の予期充電電圧のニーズ
を満たす。
【００２５】
　トリクル充電段階及び定電圧充電段階について、第２アダプターの出力電圧は、第１ア
ダプターに類似する処理方式を採用してもよい。すなわち、充電対象機器（例えば端末）
内の変換回路を経由して変換することにより、充電対象機器（例えば端末）内の電池の予
期充電電圧及び／又は充電電流が得られる。
【００２６】
　電池の充電プロセスの信頼性及び安全性を向上させるため、本発明の実施形態は、第２
アダプターを制御して脈動波形を有する電圧／電流を出力するようにし、以下、図１に組
み合わせて、本発明の一実施形態に係る第２アダプターについて詳しく説明する。
【００２７】
　図１は、本発明の一実施形態に係る第２アダプターの構成概略図である。図１の第２ア
ダプター１０は、電力変換ユニット１１と、サンプリング保持ユニット１２と、電流採取
制御ユニット１３とを備える。
【００２８】
　電力変換ユニット１１は、第２アダプター１０の出力電圧及び出力電流が得られるよう
に、入力される交流を変換するために用いられる。第２アダプター１０の出力電流は、第
１脈動波形の電流である。
【００２９】
　サンプリング保持ユニット１２が電力変換ユニット１１に接続される。サンプリング保
持ユニット１２がサンプリング状態にある場合、サンプリング保持ユニット１２は、第１
脈動波形の電流をサンプリングするために用いられる。サンプリング保持ユニット１２が
保持状態にある場合、サンプリング保持ユニット１２は、第１脈動波形の電流のピーク値
を保持（又はロックアップ）するために用いられる。
【００３０】
　電流採取制御ユニット１３は、サンプリング保持ユニット１２に接続される。電流採取
制御ユニット１３は、サンプリング保持ユニット１２が保持状態にあるか否かを判断し、
サンプリング保持ユニット１２が保持状態にあると判断された場合に、サンプリング保持
ユニット１２の保持する第１脈動波形の電流のピーク値を採取するために用いられる。
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【００３１】
　本発明の実施例の第２アダプターの出力電流は、脈動波形の電流（又は脈動直流電流と
称する）であり、脈動波形の電流は、電池のリチウム析出現象を低減することができる。
また、脈動波形の電流は、充電インターフェースの接点のアーク放電の確率及び強度を減
少し、充電インターフェースの寿命を向上することができる。
【００３２】
　第２アダプターは、一般的に、実際の状況に合わせて第２アダプターの出力電流を調整
する。定電流モードをサポートするする第２アダプターを一例として、第２アダプターは
、一般的に、充電対象機器（例えば端末）の電池の電圧に基づいて第２アダプターの出力
電流を絶えず調節し、多段階式定電流の方式で電池を充電する。そのため、充電プロセス
において、第２アダプターの出力電流をリアルタイムに検出及び制御する必要がある。第
２アダプターの出力電流の電流値が一定である場合、第２アダプターの出力電流の検出及
び制御が比較的容易に実現される。しかし、本発明の一実施形態において、第２アダプタ
ーの出力電流は、第１脈動波形を有する電流であり、第１脈動波形の電流の振幅が変動し
ているため、第２アダプターの出力電流を検出及び制御する専門的な方式を設計する必要
がある。
【００３３】
　これに鑑み、本発明の一実施形態は、サンプリング保持ユニット１２及び電流採取制御
ユニット１３を導入し、サンプリング保持ユニット１２及び電流採取制御ユニット１３に
より、第２アダプターの出力電流のピーク値を採取することができ、したがって、第２ア
ダプターが出力電流に対する有効な制御を確保することができる。
【００３４】
　上記に示すように、第２アダプターの出力電流は、第１脈動波形の電流である。本発明
における脈動波形は、完全な脈動波形であってもよく、完全な脈動波形をピークカット処
理した後に得られる脈動波形であってもよい。上記ピークカット処理とは、脈動波形にお
けるある閾値を超える部分をフィルタリングすることを指し、脈動波形のピーク値に対す
る制御を実現する。図２Ａに示される実施例において、脈動波形は、完全な脈動波形であ
り、図２Ｂに示される実施例において、脈動波形は、ピークカット処理を経た後の脈動波
形である。
【００３５】
　なお、本発明の実施形態は、電力変換ユニット１１が交流を第１脈動波形の電流に変換
する方式について具体的に限定しない。例えば、電力変換ユニット１１における１次フィ
ルタユニット及び２次フィルタユニットを取り去って、第１脈動波形の電流を形成するこ
とができる。このようにして、第２アダプター１０が第１脈動波形の電流を出力すること
ができるだけでなく、第２アダプター１０の体積を大幅に削減することもでき、第２アダ
プター１０の小型化に有利である。
【００３６】
　本発明の実施形態において、使用される充電対象機器は、「通信端末」（又は「端末」
と略す）であることが可能であり、有線回線を経由して接続する（例えば、公衆交換電話
網（ｐｕｂｌｉｃ　ｓｗｉｔｃｈｅｄ　ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ，ＰＳＴＮ
）、デジタル加入者線（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｌｉｎｅ，ＤＳＬ）、
デジタルケーブル、直接ケーブル接続を経由して接続し、及び／又は別のデータネットワ
ークを経由して接続する）及び／又は（例えば、セルラーネットワーク、無線ＬＡＮ（ｗ
ｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ，ＷＬＡＮ）、例えば、デジタ
ルビデオブロードキャスティングハンドヘルド（ｄｉｇｉｔａｌ　ｖｉｄｅｏ　ｂｒｏａ
ｄｃａｓｔｉｎｇ　ｈａｎｄｈｅｌｄ，ＤＶＢ－Ｈ）ネットワークのデジタルテレビネッ
トワーク、衛星ネットワーク、振幅変調－周波数変調（ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　ｍｏｄｕｌ
ａｔｉｏｎ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ，ＡＭ－ＦＭ）ラジオ送信機及
び／又は別の通信端末に対する）無線インターフェースを経由して通信信号を受信・送信
するように設置される装置を含むが、これらに限定されるわけではない。無線インターフ
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ェースを介して通信するように設置される通信端末は、「無線通信端末」、「無線端末」
及び／又は「移動端末」と呼ばれてもよい。移動端末の例として、衛星又はセルラー電話
と、セルラー無線電話、データ処理、ファックス及びデータ通信機能を組み合わせること
のできる個人的通信システム（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｓｙｓ
ｔｅｍ，ＰＣＳ）端末と、無線電話、ポケベル、インターネット／イントラネットへのア
クセス、Ｗｅｂブラウザ、ノートブック、カレンダー及び／又は全地球測位システム（ｇ
ｌｏｂａｌ　ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ，ＧＰＳ）受信機を含むことができ
るパーソナルデジタルアシスタント(Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔ
ａｎｔ，ＰＤＡ)と、通常のラップトップ型及び／又はパームトップ型受信機又は無線電
話トランシーバーを含む他の電子装置とを含むが、これらに限定されるわけではない。
【００３７】
　一部の実施例において、第２アダプター１０は、充電インターフェース（図１９Ａの充
電インターフェース１９１を参照）を備えていてもよい。本発明の実施例は、充電インタ
ーフェースのタイプについて具体的に限定せず、例えば、ユニバーサル・シリアル・バス
（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ，ＵＳＢ）インターフェースであってもよ
い。ＵＳＢインターフェースは、標準ＵＳＢインターフェースであってもよく、ｍｉｃｒ
ｏ　ＵＳＢインターフェースであってもよく、また、Ｔｙｐｅ－Ｃインターフェースであ
ってもよい。
【００３８】
　本発明の実施例は、サンプリング保持ユニット１２の実現形態について、具体的に限定
せず、一般的には、サンプリング保持ユニット１２は、コンデンサにより信号のサンプリ
ング及び保持を実現することができる。以下、図３に組み合わせて、サンプリング保持ユ
ニット１２の具体的な形式について詳しく説明する。
【００３９】
　好ましくは、一部の実施例において、図３に示すように、サンプリング保持ユニット１
２は、電流サンプリングユニット１４と、電流保持ユニット１５とを備えることができる
。電流サンプリングユニット１４が電力変換ユニット１１に接続され、第１脈動波形の電
流を検出して、サンプリング電流を取得し、サンプリング電流をサンプリング電圧に変換
するために用いられる。サンプリング電圧は、第１脈動波形の電流の大きさを示すために
用いられる。電流保持ユニット１５が電流サンプリングユニット１４及び電流採取制御ユ
ニット１３に接続される。電流保持ユニット１５は、電流サンプリングユニット１４から
サンプリング電圧を受信し、サンプリング電圧に基づいて電流保持ユニット１５における
コンデンサ（図３に図示せず）を充電する。電流採取制御ユニット１３は、電流採取制御
ユニット１３におけるコンデンサの両端の電圧を取得することにより、第１脈動波形の電
流のピーク値を採取する。
【００４０】
　第１脈動波形が立ち上がりエッジにある場合、電流保持ユニット１５におけるコンデン
サの静電容量は、第１脈動波形の電流の電流値が上昇するにつれて上昇し、サンプリング
保持ユニット１２は、サンプリング状態にある。第１脈動波形がピーク値又は立ち下がり
エッジにある場合、電流保持ユニット１５におけるコンデンサの両端の電圧は、そのまま
変化せず、サンプリング保持ユニット１２は、保持状態にある。
【００４１】
　本発明の実施例は、電流採取制御ユニット１３を介して、サンプリング保持ユニット１
２により保持された第１脈動波形の電流のピーク値を採取する。一部の実施例において、
電流採取制御ユニット１３は、アナログデジタル変換器（Ａｎａｌｏｇ－ｔｏ－Ｄｉｇｉ
ｔａｌ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ，ＡＤＣ）を備えることが可能であり、電流採取制御ユニッ
ト１３は、ＡＤＣにより第１脈動波形の電流のピーク値を採取することができる。一部の
実施例において、電流制御ユニット１３は、制御ユニットをさらに備えていてもよい。制
御ユニットは、例えばマイクロコントロールユニット（Ｍｉｃｒｏｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ
　Ｕｎｉｔ，ＭＣＵ）であることができる。制御ユニットは、ＡＤＣポートを備える。制
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御ユニットは、ＡＤＣポートを介してサンプリング保持ユニット１２におけるコンデンサ
に接続されることができ、コンデンサの両端の電圧を取得することにより、第１脈動波形
の電流のピーク値を採取する。
【００４２】
　サンプリング保持ユニット１２がサンプリング状態である場合、コンデンサの両端の電
圧は、第１脈動波形の電流の電流値が増加するにつれて増加し、充電プロセスに相当する
。サンプリング保持ユニット１２が保持状態にある場合、コンデンサの両端の電圧は、最
大値に達する。コンデンサの両端の電圧と第１脈動波形の電流値の対応関係をあらかじめ
確立してもよい。このようにして、電流採取制御ユニット１３は、コンデンサの両端の電
圧値を取得することにより、第１脈動波形の電流のピーク値を知ることができる。
【００４３】
　好ましくは、一部の実施例において、電流採取制御ユニット１３は、第１脈動波形の電
流のピーク値を採取した後、サンプリング保持ユニット１２を制御して保持状態からサン
プリング状態に変換させることに用いられる。
【００４４】
　具体的には、第１脈動波形の電流のピーク値は、リアルタイムに変化するおそれがある
ため、第１脈動波形の電流のピーク値を絶えず検出する必要があり、電流情報のリアルタ
イム性及び正確性を確保し、さらに、充電の全プロセスが順調に進むことを確保する。こ
れに基づいて、本発明の実施例が提供する電流採取制御ユニット１３は、第１脈動波形の
電流のピーク値を採取した後、サンプリング保持ユニット１２を制御してサンプリング状
態に入るようにすることができ、第１脈動波形の電流に対するサンプリングを再度行い、
第１脈動波形の電流ピーク値の取得のリアルタイム性及び正確性を確保する。
【００４５】
　さらに、一部の実施例において、電流採取制御ユニット１３は、第１脈動波形の各周期
内にピーク値の取得を一回完成してもよく、ピーク値を取得した後、直ちにサンプリング
保持ユニット１２を制御して保持状態からサンプリング状態に切り替えさせる。このよう
にして、電流採取制御ユニット１３によって取得される第１脈動波形の電流のピーク値は
、第１脈動波形の周期を単位として、リアルタイムに更新し、第１脈動波形の電流ピーク
値の取得のリアルタイム性及び正確性を確保する。
【００４６】
　上記により、第２アダプター１０の出力電流、即ち、充電電流が第１脈動波形の電流で
ある。充電電流は、断続的な方式で電池を充電することができ、充電電流の周期は、電力
網の周波数に従って変化することができる。一部の実施例において、充電電流の周期が対
応する周波数は、電力網の周波数の整数倍又は逆数倍であってもよい。言い換えると、該
充電電流は、断続的な方式で電池を充電することができる。一部の実施例において、該充
電電流は、電力網と同期する一つ又は一組の脈動から構成されることができる。
【００４７】
　なお、電流採取制御ユニット１３がサンプリング保持ユニット１２を制御して保持状態
から取得状態に切り替えさせる方式は、一部あってもよい。例えば、電流サンプリングユ
ニット１３は、サンプリング保持ユニット１２におけるコンデンサを制御して放電させ、
コンデンサの両端の電荷をクリアし、次のサンプリング周期が到来する場合、サンプリン
グ保持ユニット１２におけるコンデンサを再度充電できるようにする。
【００４８】
　好ましくは、一部の実施例において、図４に示すように、サンプリング保持ユニット１
２は、サンプリング保持ユニット１２におけるコンデンサ（図４に図示せず）により、第
１脈動波形の電流のピーク値を保持する。電流採取制御ユニット１３は、放電ユニット１
６と、制御ユニット１７とを備えることができる。放電ユニット１６は、制御ユニット１
７及びサンプリング保持ユニット１２におけるコンデンサにそれぞれ接続される。放電ユ
ニット１６は、制御ユニット１７の制御下で、サンプリング保持ユニット１２におけるコ
ンデンサの両端の電荷を解放するために用いられ、したがって、サンプリング保持ユニッ
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ト１２を保持状態からサンプリング状態に変換させる。さらに、サンプリング保持ユニッ
ト１２により保持された第１脈動波形の電流のピーク値の採取は、制御ユニット１７によ
り完成することができる。
【００４９】
　放電ユニット１６の実現形態は、他にあってもよい。例えば、放電ユニット１６は、サ
ンプリング保持ユニット１２におけるコンデンサに直列接続されるスイッチと抵抗を備え
ていてもよい。放電が必要となる場合、制御ユニット１７がスイッチを制御してオフにし
、コンデンサを抵抗に対して放電させ、したがって、コンデンサの両端の電荷を消耗する
。
【００５０】
　本発明の実施例は、サンプリング保持ユニット１２が保持状態にあるか否かを電流採取
制御ユニット１３が判断する方式について、具体的に限定せず、以下、具体的な実施例に
組み合わせて詳しく説明する。
【００５１】
　好ましくは、一部の実施例において、電流採取制御ユニット１３は、サンプリング保持
ユニット１２によってサンプリングされた電流値をリアルタイムに検出することができ、
二回連続で検出された電流値がそのまま変化しない場合、サンプリング保持ユニット１２
が保持状態にあることを表明する。
【００５２】
　好ましくは、一部の実施例において、電流採取制御ユニット１３は、同期信号を受信す
るために用いられ、同期信号に基づいてサンプリング保持ユニット１２が保持状態にある
か否かを判断する。同期信号の周期は、第１脈動波形の周期の１／Ｎであり、Ｎは、１以
上の整数である。
【００５３】
　第１脈動形式の電流が周期的に変化するため、サンプリング保持ユニット１２がサンプ
リング状態から保持状態になる間の時間間隔は、第１脈動波形の電流の周期に関連する（
時間間隔は、第１脈動波形の電流の周期の１／２であってもよい）。これに基づいて、本
発明の実施例は、第１脈動波形の周期と特定関係を有する同期信号（即ち、同期信号の周
期は、第１脈動波形の周期の１／Ｎである）を導入し、同期信号に基づいてサンプリング
保持ユニット１２の作動状態を判断する。例えば、同期信号と第１脈動波形の周期及び／
又は位相との関係を利用して、第１脈動波形がピーク値又は立ち下がりエッジにあるか否
かを決定する。第１脈動波形がピーク値又は立ち下がりエッジにある場合、サンプリング
保持ユニット１２が保持状態にあると判断する。本文において、第１脈動波形がピーク値
又は立ち下がりエッジにあるか否かを決定するとは、第１脈動波形が第１脈動波形のピー
ク値又は立ち下がりエッジにあるか否かを決定する。代替的には、上記第１脈動波形がピ
ーク値又は立ち下がりエッジにあるか否かを決定するとは、第２アダプターの現在の出力
電流が第１脈動波形のピーク値又は立ち下がりエッジにあるか否か、又は第２アダプター
の現在の出力電流が第１脈動波形のピーク値又は立ち下がりエッジの対応する電流である
か否かを決定する。
【００５４】
　好ましくは、一つの実現形態として、第１脈動波形の周期と同期信号の周期が同じであ
る。さらに、一部の実施例において、第１脈動波形と同期信号が位相が同じでありであっ
てもよい。言い換えると、同期信号が立ち上がりエッジにある場合、第１脈動波形は、立
ち上がりエッジにあり、同期信号がピーク値又は立ち下がりエッジにある場合、第１脈動
波形は、ピーク値又は立ち下がりエッジにある。第１脈動波形がピーク値又は立ち下がり
エッジにある場合、サンプリング保持ユニット１２が保持状態にあるため、同期信号がい
つピーク値又は立ち下がりエッジにあるかを判断すると、サンプリング保持ユニット１２
がいつ保持状態にあるかを判断することができる。ほかの一部の実施例において、第１脈
動波形の位相と同期信号の位相との差が一定であってもよく、例えば差が９０度、又は１
８０度である。この場合において、同じく、両者間の周期と位相の関係に基づいて第１脈
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動波形がいつピーク値又は立ち下がりエッジにあるかを判断することができ、さらに、サ
ンプリング保持ユニット１２がいつ保持状態にあるかを判断する。
【００５５】
　同期信号の周期が第１脈動波形の周期の１／２、１／３、１／４などである場合、同じ
く、同期信号と第１脈動波形との位相及び周期の関係に基づいてサンプリング保持ユニッ
ト１２の作動状態について判断を行う。図５に示すように、同期信号の波形は、実線で示
され、第１脈動波形の波形は、破線で示される。同期信号の周期は、第１脈動波形の周期
の１／２であり、同期信号がマイナスの半周期にある場合、第１脈動波形は、ピーク値又
は立ち下がりエッジにあり、サンプリング保持ユニット１２は、保持状態にある。そのた
め、ただ、同期信号の波形がいつマイナスの半周期にあるかを判断すれば、第１脈動波形
がいつピーク値又は立ち下がりエッジにあるかを判断することができる。他の場合は同様
であり、ここでは、枚挙しないことにする。
【００５６】
　なお、同期信号は、脈動波形の同期信号であってもよく、三角波形の同期信号であって
もよく、さらに、他のタイプの同期信号であってもよい。本発明の実施例は、これについ
て具体的に限定しない。
【００５７】
　本発明の実施例は、同期信号の取得方式について具体的に限定せず、以下、具体的な実
施例に組み合わせて、同期信号の選択可能な取得方式を提供する。
【００５８】
　好ましくは、一部の実施例において、電流採取制御ユニット１３が電力変換ユニット１
１に接続され、電力変換ユニット１１から同期信号を取得する。
【００５９】
　なお、電力変換ユニット１１から取得された同期信号は、電力変換ユニット１１が受信
する交流信号、電力変換ユニット１１が１次整流後に取得した電流／電圧信号、電力変換
ユニット１１の１次から２次に結合された電流/電圧信号、２次整流後の電流／電圧信号
などであってもよい。本発明の実施例は、これについて具体的に限定しない。
【００６０】
　好ましくは、一部の実施例において、図６に示すように、電力変換ユニット１１は、１
次ユニット１８と、２次ユニット１９とを備えることができる。電流採取制御ユニット１
３が２次ユニット１９に接続され、２次ユニット１９から同期信号を取得する。
【００６１】
　なお、２次ユニット１９から同期信号を取得する方式は複数ある。例えば、２次ユニッ
ト１９のバス（ＶＢＵＳ）から直接に同期信号を取得する。具体的には、第２アダプター
１０が出力するのが第１脈動波形の電流であり、第２アダプター１０の出力端が２次ユニ
ット１９のバスに接続されるため、２次ユニット１９のバスにも第１脈動波形の電流を有
するはずであり、２次ユニット１９のバスから直接に同期信号を取得することができる。
また、図７に示すように、２次ユニット１９は、第１整流ユニット２０を備えることがで
きる。第１整流ユニット２０が電流採取制御ユニット１３に接続される。第１整流ユニッ
ト２０は、１次ユニット１８から２次ユニット１９に結合された電流について整流を行い
、第２脈動形式の電圧を得て、第２脈動波形の電圧を同期信号として、電流採取制御ユニ
ット１３に送信するために用いられる。
【００６２】
　２次ユニット１９自身は、２次整流ユニットを備える。２次整流ユニットと上記第１整
流ユニット２０とは、二つの独立した整流ユニットであってもよい。２次整流ユニットは
、１次から２次に結合された電流を整流し、第２アダプターの出力電流を得るために用い
られる。第１整流ユニットは、１次から２次に結合された電流に対して整流を行い、同期
信号を得るために用いられる。図２１を参照すると、図２１における符号３９で示される
ユニットは、２次整流ユニットである。２次整流ユニット３９及び第１整流ユニット２０
は、いずれも変圧器Ｔ１の２次巻線に近い一側に位置してもよく、したがって、第２アダ
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プターが１次から２次に結合された電流に対して整流を行う。
【００６３】
　好ましくは、一部の実施例において、図８に示すように、電力変換ユニット１１は、１
次ユニット１８と、２次ユニット１９とを備えることができる。電流採取制御ユニット１
３が１次ユニット１８に接続され、１次ユニット１８から同期信号を取得する。
【００６４】
　なお、１次ユニット１８から同期信号を取得する方式は複数ある。例えば、１次ユニッ
ト１８から直接に交流信号を取得し、交流信号を同期信号として電流採取制御ユニット１
３に送信することができる。また、例えば、１次ユニット１８における整流回路によって
整流された脈動直流信号を同期信号として、電流採取制御ユニット１３に送信することが
できる。
【００６５】
　具体的には、図９に示すように、１次ユニット１８が交流ＡＣに対して整流を行い、第
３脈動波形の電圧を取得する。第３脈動波形と第１脈動との周期が同じである。１次ユニ
ット１８は、光結合ユニット２１を介して、第３脈動波形の電圧を第２アダプター１０の
１次から２次に結合して、第４脈動波形の電圧を取得し、第４脈動波形の電圧を同期信号
として、電流採取制御ユニット１３に送信することができる。光結合ユニット２１は、１
次と２次との間の相互干渉を隔離する作用を果たすことができる。代替方式として、１次
ユニット１８は、光結合ユニット２１を経由せずに、第３脈動波形の電圧を電流採取制御
ユニット１３に直接送信する。本発明の実施例は、これについて具体的に限定しない。
【００６６】
　上記具体的な実施例に組み合わせて、電力変換ユニット１１から同期信号を取得する方
式を詳しく説明したが、同期信号の取得方式は、これに限らず、以下は、同期信号の他の
取得方式を提供する。
【００６７】
　好ましくは、一部の実施例において、電流採取制御ユニット１３は、サンプリング保持
ユニット１２から同期信号を取得することができる。
【００６８】
　具体的には、サンプリング保持ユニット１２は、第２アダプターの出力電流、即ち第１
脈動波形の電流に対してサンプリングを行い、サンプリング電流を取得し、サンプリング
保持ユニット１２が取得するサンプリング電流、又はサンプリング電流に対応するサンプ
リング電圧などの信号のいずれも、第１脈動波形の電流と、周期及び位相の両方が同じで
ある。該サンプリング電流又はサンプリング電圧を同期信号にすると、サンプリング保持
ユニット１２の作動状態についての判断ロジックを簡素化することができる。
【００６９】
　普通の場合に、サンプリング保持ユニット１２は、第１脈動波形の電流に対してサンプ
リングを行い、サンプリング電流を取得し、サンプリング電流をサンプリング電圧に変換
する。サンプリング電圧は、第１脈動波形の電流の大きさを示すために用いられることが
できる。サンプリング保持ユニット１２は、該サンプリング電圧を同期信号として、電流
採取制御ユニット１３に送信することができる。例えば、図２１を参照すると、図２１の
検流計の出力ポート（ＯＵＴＰＵＴ）から出力される電圧信号を同期信号にすることがで
きる。
【００７０】
　上記において主に説明したのは同期信号の取得方式であり、以下は、具体的な実施例に
組み合わせて、同期信号に基づいて第１脈動波形がピーク値又は立ち下がりエッジにある
か否かを判断する方式を詳しく説明する。
【００７１】
　好ましくは、一部の実施例において、電流採取制御ユニット１３は、同期信号に基づい
て、第１脈動波形がピーク値又は立ち下がりエッジにあるか否かを判断し、第１脈動波形
がピーク値又は立ち下がりエッジにあると判断された場合に、サンプリング保持ユニット
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１２により保持された第１脈動波形の電流のピーク値を採取する。
【００７２】
　具体的には、サンプリング保持ユニット１２は、コンデンサの充放電に基づいて、サン
プリング状態と保持状態との間に切り替えを行う。第１脈動波形が立ち上がりエッジにあ
る場合、サンプリング保持ユニット１２におけるコンデンサが充電状態にあり、該コンデ
ンサの両端の電圧は、第１脈動波形の電流が増大するにつれて増大し、この場合、サンプ
リング保持ユニット１２がサンプリング状態にある。第１脈動波形がピーク値又は立ち下
がりエッジにある場合、該コンデンサの両端の電圧は、引き続き増大せず、この場合、サ
ンプリング保持ユニット１２が保持状態にある。そのため、第１脈動波形がいつピーク値
又は立ち下がりエッジにあるかを判断することにより、サンプリング保持ユニット１２が
いつ保持状態にあるかを判断することができる。同期信号の周期及び位相と、第１脈動波
形の周期及び位相とが固定の関係を有するため、同期信号の周期及び／又は位相に基づい
て、第１脈動波形がピーク値又は立ち下がりエッジにあるか否かを決定することができる
。例えば、同期信号と第１脈動波形との位相が同じであり、同期信号がピーク値又は立ち
下がりエッジにある場合、第１脈動波形がピーク値又は立ち下がりエッジにある。また、
例えば、同期信号と第１脈動波形との周期が同じであり、位相差が半周期であり、同期信
号が立ち上がりエッジにある場合、第１脈動波形も、ピーク値又は立ち下がりエッジにあ
る。
【００７３】
　同期信号の位相の検出方式は、様々あってもよい。例えば、電流計又は電圧計により同
期信号の電流又は電圧をリアルタイムに検出することができ、したがって、同期信号の位
相を決定し、さらに、第１脈動波形がピーク値又は立ち下がりエッジにあるか否かを判断
する。しかし、このような実現形態は、追加の電流電圧検出回路が必要であり、実現が複
雑である。以下は、２種類のコンパレータに基づく実現形態を提供し、同期信号の電圧と
参考電圧とを比較することにより、方便地第１脈動波形がピーク値又は立ち下がりエッジ
にあるか否かを判断することを便利にする。
【００７４】
　好ましくは、一部の実施例において、図１０に示すように、電流採取制御ユニット１３
は、コンパレータ２２及び制御ユニット２３を備えることができる。コンパレータ２２の
第１入力端は、同期信号を受信するために用いられ、コンパレータ２２の第２入力端は、
参考電圧を受信するために用いられる。制御ユニット２３がコンパレータ２２の出力端に
接続され、同期信号の電圧と参考電圧との比較結果に基づいて、第１脈動波形がピーク値
又は立ち下がりエッジにあるか否かを判断する。一部の実施例において、第１入力端は、
コンパレータの同相入力端であり、第２入力端は、コンパレータの逆相入力端である。ほ
かの一部の実施例において、第１入力端は、コンパレータの逆相入力端であり、第２入力
端は、コンパレータの同相入力端である。
【００７５】
　なお、本発明の実施例は、参考電圧の電圧値の選択方式について具体的に限定せず、例
えば、同期信号がゼロクロス点の脈動波形信号であり、参考電圧の電圧値を０より大きく
、同期信号のピーク値より小さいある電圧値とすることができる。例えば、同期信号が交
流信号であり、参考電圧の電圧値を０とすることができる。
【００７６】
　一方、本発明の実施例は、上記同期信号の電圧と参考電圧との比較結果に基づいて、第
１脈動波形がピーク値又は立ち下がりエッジにあるか否かを判断する方式について具体的
に限定せず、これは、同期信号の周期及び位相、並びに、第１脈動波形の周期及び位相と
関連する。以下、図１１及び図１２に組み合わせて、例えば、同期信号と第１脈動波形と
の周期が同じであり、第１脈動波形のピーク値又は立ち下がりエッジの判断方式について
例を挙げて説明する。図１１及び図１２の実施例において、電流採取制御ユニット１３は
、第１脈動波形の周期毎に、サンプリング保持ユニットにより保持された第１脈動波形の
電流のピーク値を採取する。取得完了した後、電流採取制御ユニット１３は、放電ユニッ
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トにおけるＭＯＳ管に制御電圧を直ちに提供し、放電ユニットにおけるＭＯＳ管を制御し
て導通にし、サンプリング保持ユニット１２におけるコンデンサの両端の電荷を解放する
。ただし、図１１及び図１２は、例示的な説明に過ぎず、本発明の実施例は、これに限ら
ない。例えば、電流採取制御ユニット１３は、複数の周期おきに１次第１脈動波形の電流
のピーク値を採取することができる。また、放電ユニットは、ＭＯＳ管以外の他の実現形
態を採用してもよく、例えば他のタイプのスイッチ素子を使用して放電ユニットのオンと
オフを実現する。
【００７７】
　図１１の実施例において、同期信号と第１脈動波形（第１脈動波形は、ピークカット処
理を経た後の脈動波形）との位相が同じである。図１１から分かるように、同期信号と第
１脈動波形との位相が同じであるため、同期信号がピーク値又は立ち下がりエッジにある
場合、第１脈動波形もピーク値又は立ち下がりエッジにある。そのため、同期信号がいつ
同期信号の波形のピーク値又は立ち下がりエッジにあるかを判断すれば、第１脈動波形が
いつピーク値又は立ち下がりエッジにあるかを知ることができる。
【００７８】
　さらに、同期信号がいつピーク値又は立ち下がりエッジにあるかを判断するために、図
１１の実施例がコンパレータを導入する。コンパレータは、同期信号及び参考電圧の電圧
値を比較することにより、コンパレータの出力レベルの変化曲線、即ち図１１に示すよう
な矩形波を取得する。矩形波から分かるように、コンパレータの出力レベルが高レベルか
ら低レベルに変換する時点（以下は、目標時点と称する）に、第１脈動波形が立ち下がり
エッジにある。この場合、サンプリング保持ユニット１２におけるコンデンサは、保持状
態にある。そのため、本発明の実施例は、目標時点をピーク値のサンプリング点とし、電
流採取制御ユニット１３を制御してサンプリング保持ユニット１２におけるコンデンサの
両端の電圧を取得し、さらに、第１脈動波形の電流のピーク値を採取し、第１脈動波形の
電流のピーク値を採取した後、直ちに放電ユニットにおけるＭＯＳ管を制御してオンにし
、サンプリング保持ユニット１２におけるコンデンサの両端の電荷を解放して、次の周期
の取得のために準備をする。
【００７９】
　図１２の実施例において、同期信号と第１脈動波形との位相差が１８０°であり、かつ
、第１脈動波形は、ピークカット処理を経た後の脈動波形である。図１２から分かるよう
に、同期信号と第１脈動波形との位相差が１８０°であるため、同期信号がピーク値又は
立ち上がりエッジにある場合、第１脈動波形がピーク値又は立ち下がりエッジにある。そ
のため、同期信号がいつピーク値又は立ち上がりエッジにあるかを判断すれば、第１脈動
波形がいつピーク値又は立ち下がりエッジにあるかを知ることができる。
【００８０】
　さらに、同期信号がいつピーク値又は立ち上がりエッジにあるかを判断するために、図
１２の実施例は、コンパレータを導入する。コンパレータは、同期信号及び参考電圧の電
圧値を比較することにより、コンパレータの出力レベルの変化曲線、即ち、図１２に示す
ような矩形波を取得する。矩形波から分かるように、コンパレータの出力レベルが低レベ
ルから高レベルに変換する時点（以下、目標時点と称する）に、第１脈動波形が立ち下が
りエッジにある。この場合、サンプリング保持ユニット１２におけるコンデンサが保持状
態にある。そのため、本発明の実施例は、目標時点をピーク値のサンプリング点とし、サ
ンプリング保持ユニット１２におけるコンデンサの両端の電圧を取得するように電流採取
制御ユニット１３を制御し、さらに、第１脈動波形の電流のピーク値を採取し、第１脈動
波形の電流のピーク値を採取した後、直ちに放電ユニットにおけるＭＯＳ管を制御してオ
ンにし、サンプリング保持ユニット１２におけるコンデンサの両端の電荷を解放して、次
の周期の取得のために準備をする。
【００８１】
　好ましくは、ほかの一部の実施例において、図１３に示すように、電流採取制御ユニッ
ト１３は、比較ユニット２４と、制御ユニット２５とを備える。比較ユニット２４は、コ
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ンデンサ２６及びコンパレータ２７を備えることができる。コンデンサ２６は、同期信号
を受信するために用いられ、同期信号における直流信号をフィルタリングして、ゼロクロ
ス点の交流信号を取得する。コンパレータ２７の第１入力端がコンデンサ２６に接続され
、交流信号を受信するために用いられる。コンパレータ２７の第２入力端は、参考電圧を
受信するために用いられる。コンパレータ２７は、交流信号の電圧と参考電圧とを比較す
るために用いられる。制御ユニット２５がコンパレータ２７の出力端に接続され、交流信
号の電圧と参考電圧の比較結果に基づいて、第１脈動波形がピーク値又は立ち下がりエッ
ジにあるか否かを判断する。さらに、本発明の実施例において、参考電圧の電圧値は、０
と設置することができる。一部の実施例において、第１入力端は、コンパレータの同相入
力端であり、第２入力端は、コンパレータの逆相入力端である。ほかの一部の実施例にお
いて、第１入力端は、コンパレータの逆相入力端であり、第２入力端は、コンパレータの
同相入力端である。
【００８２】
　同期信号が、脈動波形信号であることを一例として、脈動波形の信号は、直流信号（又
は直流成分）とゼロクロス点の交流信号（又は交流成分）とを混合することにより構成さ
れた信号と見なすことができる。コンデンサ２６により、脈動波形信号における直流信号
をフィルタリングすることができ、ゼロクロス点の交流信号を残る。このような実現形態
において、コンパレータ２７の参考電圧を０と設置すれば（例えば、コンパレータの第２
入力端を接地させる）、同期信号の位相を判断することを便利にすることができる。
【００８３】
　さらに、本発明の実施例において、交流信号及び参考電圧に基づいて、同期信号、第１
脈動波形がピーク値又は立ち下がりエッジにあるか否かを判断する方式は様々あり、これ
は、交流信号の周期及び位相、並びに、第１脈動波形の周期及び位相と関連し、具体的な
判断方式は、図１１及び図１２で説明する判断方式に類似し、ここでは、詳しく説明しな
い。
【００８４】
　上記では、第１脈動波形の電流ピーク値の取得方式を詳しく説明した。以下では、具体
的な実施例に組み合わせて、取得される第１脈動波形の電流ピーク値に基づく充電プロセ
スの制御方式について詳しく説明する。
【００８５】
　好ましくは、一部の実施例において、図１４に示すように、第２アダプター１０は、電
圧調整ユニット２８をさらに備えることができる。電圧調整ユニット２８が電力変換ユニ
ット１１に接続され、第２アダプター１０の出力電圧を検出して調整するために用いられ
る。電流採取制御ユニット１３は、電圧調整ユニット２８に接続され、電圧調整ユニット
２８を介して、第１脈動波形の電流のピーク値を調整する。
【００８６】
　なお、電圧調整ユニット２８の最も基本の機能は、第２アダプターの出力電圧の調整を
実現することである。具体的には、電圧調整ユニット２８は、電力変換ユニット１１を介
して第２アダプター１０の出力電圧を検出し、電力変換ユニット１１を介して第２アダプ
ター１０の出力電圧に対して調整を行う。言い換えると、電圧調整ユニット２８と電力変
換ユニット１１とが第２アダプターの出力電圧のフィードバック制御システムを形成し、
該フィードバック制御システムを電圧フィードバックループと称してもよい。なお、第２
アダプターの出力電力が一定である場合に、電圧に対する調整も、電流の変化を引き起こ
す。そのため、本発明の実施例の電流採取制御ユニット１３が第１脈動波形の電流のピー
ク値を採取した後、上記電圧フィードバックループを利用して電流の調整を実現すること
ができる。例えば、電流採取制御ユニット１３が第１脈動波形の電流の現在のピーク値を
取得した後、該現在のピーク値を目標ピーク値に調整しようとする場合、ソフトウェアに
より、第１脈動波形の電流のピーク値を目標ピーク値に調整する際に、対応する第２アダ
プター１０の出力電圧の目標値を算出し、その後、上記電圧フィードバックループを利用
して第２アダプター１０の出力電圧を目標値に調整すればよい。
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【００８７】
　本発明の実施例の電流採取制御ユニット１３と電圧フィードバックループとが第２アダ
プターの出力電流のピーク値のフィードバック制御システムを形成した。フィードバック
制御システムは、電流フィードバックループと称してもよい。つまり、本発明の実施例は
、電圧フィードバックループ（ハードウェアにより実現する）を含むだけでなく、電流フ
ィードバックループ（電圧フィードバックループに基づき、ソフトウェアにより算出して
実現する）をも含み、よって、第２アダプターは、第２アダプターの出力電圧の制御を実
現することができるほか、第２アダプターの出力電流の制御を実現することもでき、第２
アダプターの機能を豊富にし、第２アダプターの智能度合を向上する。
【００８８】
　電流採取制御ユニット１３が電圧調整ユニット２８を介して第１脈動波形の電流のピー
ク値を調整する方式は、様々あってもよい。以下、図１５及び図１７に組み合わせて一例
を挙げて説明する。
【００８９】
　好ましくは、一部の実施例において、図１５に示すように、電圧調整ユニット２８は、
電圧サンプリングユニット２９と、電圧比較ユニット３０と、電圧制御ユニット３１とを
含むことができる。電圧サンプリングユニット２９が電力変換ユニット１１に接続され、
電圧比較ユニット３０の入力端が電圧サンプリングユニット２９に接続され、第１電圧と
第１参考電圧を比較するために用いられる。電圧制御ユニット３１の入力端が電圧比較ユ
ニット３０の出力端に接続される。電圧制御ユニット３１の出力端が電力変換ユニット１
１に接続される。電圧制御ユニット３１は、第１電圧と第１参考電圧との比較結果に応じ
て、第２アダプター１０の出力電圧を制御する。電流採取制御ユニット１３が電圧比較ユ
ニット３０に接続され、第１参考電圧の電圧値を調整することにより、第１脈動波形の電
流のピーク値を調整する。
【００９０】
　具体的には、第２アダプターの出力電圧を採取するために、電圧サンプリングユニット
２９の入力端が第２アダプターのバス（ＶＢＵＳ）に接続されてもよい。一部の実施例に
おいて、電圧サンプリングユニット２９は、導線であってもよい。このようにして、電圧
サンプリングユニット２９によってサンプリングされる第１電圧は、即ち、第２アダプタ
ーの出力電圧である。ほかの一部の実施例において、電圧サンプリングユニット２９は、
分圧のための二つの抵抗を備えていてもよい。このようにして、電圧サンプリングユニッ
ト２９によってサンプリングされる第１電圧は、二つの抵抗で分圧された後に得られる電
圧である。電圧比較ユニット３０は、演算増幅器により実現することができる。演算増幅
器の一つの入力端は、電圧サンプリングユニット２９によって入力される第１電圧を受信
するために用いられ、もう一つの入力端は、第１参考電圧を受信するために用いられる。
演算増幅器の出力端は、電圧フィードバック信号を生成し、第１電圧と第１参考電圧は、
等しいであるか否かを示す。電圧制御ユニット３１は、光結合とＰＷＭコントローラなど
の素子により実現し、電圧比較ユニット３０によって提供される電圧フィードバック信号
に基づいて、第２アダプターの出力電圧に対して調整を行う。第２アダプターの出力電力
が一定である場合に、電流採取制御ユニット１３は、第１脈動波形の電流のピーク値の所
期値に基づいて、対応する第２アダプターの出力電圧の所期値を算出する。その後、第１
参考電圧の電圧値を調節することにより、第２アダプターの出力電圧を該第２アダプター
の出力電圧の所期値に調整し、したがって、第１脈動波形の電流のピーク値を第１脈動波
形の電流のピーク値の所期値に調整する。
【００９１】
　電流採取制御ユニット１３が第１参考電圧の電圧値を調整する方式は一部あってもよい
。好ましくは、一つの実施例として、図１６に示すように、電流採取制御ユニット１３は
、制御ユニット３２と、デジタルアナログ変換器（Ｄｉｇｉｔａｌ　ｔｏ　Ａｎａｌｏｇ
　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ，ＤＡＣ）３３と、を備えていてもよい。ＤＡＣ３３の入力端が制
御ユニット３２に接続され、ＤＡＣ３３の出力端が電圧比較ユニット３０に接続される。
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制御ユニット３２は、ＤＡＣ３３を介して第１参考電圧の電圧値を調整することにより、
第１脈動波形の電流のピーク値を調整する。好ましくは、もう一つの実施例として、制御
ユニット３２は、ＲＣユニット、ディジタルポテンショメータなどの回路を介して第１参
考電圧の電圧値の調節を実現することができ、本発明の実施例は、これについて具体的に
限定しない。
【００９２】
　好ましくは、一部の実施例において、図１７に示すように、電圧調整ユニット２８は、
分圧ユニット３４と、電圧比較ユニット３０と、電圧制御ユニット３１とを備えることが
できる。分圧ユニット３４の入力端が電力変換ユニット１１に接続され、設定される分圧
比に基づいて第２アダプター１０の出力電圧に対して分圧を行い、第２電圧を生成するた
めに用いられる。電圧比較ユニット３０の入力端が分圧ユニット３４の出力端に接続され
、第２電圧と第２参考電圧とを比較するために用いられる。電圧制御ユニット３１の入力
端が電圧比較ユニット３０の入力端に接続される。電圧制御ユニット３１の出力端が電力
変換ユニット１１に接続される。電圧制御ユニット３１は、第２電圧と第２参考電圧との
比較結果に応じて、第２アダプター１０の出力電圧を制御する。電流採取制御ユニット１
３が電圧比較ユニット３０に接続され、分圧比を調整することにより、第１脈動波形の電
流のピーク値を調整する。
【００９３】
　本発明の実施例は図１５の実施例に類似し、異なる点としては、本発明の実施例が分圧
ユニットを導入する点にある。分圧ユニットの分圧比は、調節可能である。さらに、本発
明の実施例における電流採取制御ユニット１３は、電圧比較ユニット３０の参考電圧を調
整することにより、第１脈動波形の電流のピーク値に対して調整を行うことではなく、分
圧ユニット３４の分圧比を調整することにより、第１脈動波形の電流のピーク値に対して
調整を行う。本発明の実施例は、分圧ユニットに基づいて、第２アダプターの出力電圧の
サンプリングを実現するほか、第１脈動波形の電流のピーク値の調節をも実現し、第２ア
ダプターの回路構成を簡素化する。
【００９４】
　なお、本発明の実施例は、分圧ユニットの分圧比を調節することにより、第１脈動波形
の電流のピーク値の調節を実現するため、本発明の実施例における電圧比較ユニットの参
考電圧（即ち上記の第２参考電圧）は、一定であってもよい。
【００９５】
　本発明の実施例の分圧ユニット３４の実現形態は様々ある。例えば、ディジタルポテン
ショメータを採用して実現してもよく、分散された抵抗、スイッチなどの素子により上記
分圧及び分圧比調節の機能を実現してもよい。
【００９６】
　ディジタルポテンショメータの実現形態を一例として、図１８に示すように、電流採取
制御ユニット１３は、制御ユニット３２を備える。分圧ユニット３４は、ディジタルポテ
ンショメータ３５を備える。ディジタルポテンショメータ３５の高電位端が電力変換ユニ
ット１１に接続される。ディジタルポテンショメータ３５の低電位端が接地される。ディ
ジタルポテンショメータ３５の出力端が電圧比較ユニット３０に接続される。制御ユニッ
ト３２は、ディジタルポテンショメータ３５の制御端に接続され、ディジタルポテンショ
メータ３５の制御端を介してディジタルポテンショメータ３５の分圧比を調整することに
より、第１脈動波形の電流のピーク値を調整する。
【００９７】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプター１０は、第１充電モード及び第２
充電モードを有することができる。第２アダプター１０の第２充電モード下の充電対象機
器（例えば端末）に対する充電速度が第２アダプター１０の第１充電モード下の充電対象
機器（例えば端末）に対する充電速度（上記第１脈動波形の電流が第２アダプターの前記
第２充電モード下の出力電流であってもよい）より速い。言い換えると、同じ容量の充電
対象機器（例えば端末）における電池を充満するのに費やした時間については、第１充電
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モードで作動する第２アダプター１０に対し、第２充電モードで作動する第２アダプター
１０のほうがより短い。
【００９８】
　第２アダプター１０は、制御ユニットを備える。第２アダプター１０が充電対象機器（
例えば端末）と接続するプロセスにおいて、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）
と双方向通信を行い、第２充電モードの充電プロセスを制御する。制御ユニットは、上記
いずれの実施例における制御ユニットであってもよく、例えば、第１調整ユニットにおけ
る制御ユニットであってもよく、第２調整ユニットにおける制御ユニットであってもよい
。
【００９９】
　第１充電モードは、普通充電モードであることが可能であり、第２充電モードは、急速
充電モードであることができる。普通充電モードとは、第２アダプターが比較的小さい電
流値（通常は、２．５Ａより小さい）を出力して、又は比較的小さい電力（通常は、１５
Ｗより小さい）で、充電対象機器（例えば端末）における電池を充電する。普通充電モー
ドにおいて、比較的大容量の電池（例えば３０００アンペア時間容量の電池）を完全に充
満しようとするなら、通常は、数時間をかける必要があり、急速充電モードにおいて、第
２アダプターは、比較的大きい電流（通常は、２．５Ａより大きく、例えば４．５Ａ、５
Ａ、さらにこれより高い）を出力し、又は比較的大きい電力（通常より大きいと等しい１
５W）で充電対象機器（例えば端末）における電池を充電し、普通充電モードに対し、第
２アダプターが急速充電モードにおいて、同じ容量の電池を完全に充満するのに必要とす
る充電時間を明らかに短縮することができ、充電速度がより速い。
【０１００】
　本発明の実施例は、第２アダプターの制御ユニットと充電対象機器（例えば端末）との
通信内容、及び制御ユニットが第２アダプターの第２充電モード下の出力に対する制御方
式について具体的に限定しない。例えば、制御ユニットは、充電対象機器（例えば端末）
と通信して、充電対象機器（例えば端末）における電池の現在電圧又は現在電気量を交互
に通信し、電池の現在電圧又は現在電気量に基づいて、第２アダプターの出力電圧又は出
力電流を調整することができる。以下、具体的な実施例に組み合わせて、制御ユニットと
充電対象機器（例えば端末）との間の通信内容、及び制御ユニットが第２充電モード下の
第２アダプターの出力に対する制御方式について詳しく説明する。
【０１０１】
　好ましくは、一部の実施例において、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と双
方向通信を行い、第２充電モード下の第２アダプターの出力を制御するプロセスは、制御
ユニットが充電対象機器（例えば端末）と双方向通信を行い、第２アダプターと充電対象
機器（例えば端末）との間の充電モードをネゴシエーションするステップを含むことがで
きる。
【０１０２】
　本発明の実施例において、第２アダプターは、第２充電モードを盲目的に採用して充電
対象機器（例えば端末）に対して急速充電を行うことではなく、充電対象機器（例えば端
末）と双方向通信を行い、第２アダプターは、第２充電モードを採用して充電対象機器（
例えば端末）に対して急速充電を行うことができるかどうかについてネゴシエーションし
、このようにして、充電プロセスの安全性を向上させることができる。
【０１０３】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と双方向通信を行い、第２ア
ダプターと充電対象機器（例えば端末）との間の充電モードをネゴシエーションするステ
ップは、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）に充電対象機器（例えば端末）が第
２充電モードをオンにするか否かを問い合わせるための第１命令を送信するステップと、
制御ユニットが第１命令に対する充電対象機器（例えば端末）から送信される充電対象機
器（例えば端末）が第２充電モードをオンにすることに同意するかどうかを示すための返
信命令を受信するステップと、充電対象機器（例えば端末）が第２充電モードをオンにす
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ることに同意された場合に、制御ユニットが第２充電モードを使用して充電対象機器（例
えば端末）を充電するステップとを含むことができる。
【０１０４】
　本発明の実施例の上記説明は、第２アダプター（又は第２アダプターの制御ユニット）
と充電対象機器（例えば端末）との主従性について限定することではなく、言い換えると
、制御ユニットと充電対象機器（例えば端末）のうちのいずれも主装置側として、双方向
通信セッションを発起することができ、したがって、相手方が従装置側として主装置側が
発起する通信に対して第１応答又は第１返信を出す。可能な方式として、通信プロセスに
おいて、第２アダプター側及び充電対象機器（例えば端末）側の大地に対するレベルの高
さを比較することにより、主装置及び従装置のアイデンティティを確認することができる
。
【０１０５】
　本発明の実施例は、第２アダプター（又は第２アダプターの制御ユニット）と充電対象
機器（例えば端末）との間の双方向通信の具体的な実現形態について制限を施すことでは
なく、つまり、第２アダプター（又は第２アダプターの制御ユニット）と充電対象機器（
例えば端末）とのうちのいずれも主装置側として通信セッションを発起することができ、
したがって相手方が従装置側として、主装置側が発起する通信セッションに対して第１応
答又は第１返信を出し、同時に、主装置側は、従装置側の第１応答又は第１返信に対して
第２応答を出すことができ、即ち、主装置及び従装置の間に充電モードのネゴシエーショ
ンプロセスが一回完成される。可能な実施方式として、主装置及び従装置の間に充電モー
ドのネゴシエーションが何度も完成された後、主装置及び従装置の間の充電操作を実行す
ることができ、ネゴシエーション後の充電プロセスが安全かつ確実に実行されることを確
保する。
【０１０６】
　主装置側として、従装置側の通信セッションに対する第１応答又は第１返信に応じて第
２応答を出す一つの方式は、さらに、主装置側が従装置側の通信セッションに対する第１
応答又は第１返信を受信し、受信された従装置の第１応答又は第１返信に応じて目標性の
ある第２応答を出すことができる。一例として、主装置側が所定時間内に従装置側の通信
セッションに対する第１応答又は第１返信を受信する場合、主装置側は、従装置の第１応
答又は第１返信に対して目標性のある第２応答を出す。具体的には、主装置側と従装置側
とが充電モードのネゴシエーションを一回完成し、主装置側と従装置側との間がネゴシエ
ーション結果に応じて、第１充電モード又は第２充電モードに基づいて充電操作を実行し
、即ち、第２アダプターがネゴシエーション結果に応じて、第１充電モード又は第２充電
モードで作動して充電対象機器（例えば端末）を充電する。
【０１０７】
　主装置側として、従装置側の通信セッションに対する第１応答又は第１返信に応じて更
なる第２応答を出すことのできる一つの方式は、主装置側が所定時間内に従装置側の通信
セッションに対する第１応答又は第１返信を受信せずとも、主装置側が従装置の第１応答
又は第１返信に対して目標性のある第２応答を出す。例として、主装置側が所定時間内に
従装置側の通信セッションに対する第１応答又は第１返信を受信せずとも、主装置側が従
装置の第１応答又は第１返信に対して目標性のある第２応答を出すとは、具体的には、主
装置側と従装置側とが充電モードのネゴシエーションを一回完成し、主装置側と従装置側
との間に第１充電モードに基づいて充電操作が実行され、即ち、第２アダプターが第１充
電モードで作動して充電対象機器（例えば端末）を充電する。
【０１０８】
　好ましくは、一部の実施例において、充電対象機器（例えば端末）が主装置として、通
信セッションを発起する場合、第２アダプター（又は第２アダプターの制御ユニット）が
従装置として、主装置側が発起する通信セッションに対して第１応答又は第１返信を出し
た後、充電対象機器（例えば端末）が第２アダプターの第１応答又は第１返信に対して目
標性のある第２応答を出さなくとも、第２アダプター（又は第２アダプターの制御ユニッ
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ト）と充電対象機器（例えば端末）との間に充電モードのネゴシエーションプロセスが一
回完成されると認め、さらに、第２アダプターがネゴシエーション結果に応じて第１充電
モード又は第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）を充電することを決定すること
ができる。
【０１０９】
　好ましくは、一部の実施例において、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と双
方向通信を行い、第２アダプターの第２充電モード下の出力のプロセスを制御するステッ
プは、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と双方向通信を行い、第２充電モード
下の第２アダプターが出力する充電対象機器（例えば端末）を充電するための充電電圧を
決定するステップと、制御ユニットが第２アダプターの出力電圧に対して調整を行い、第
２アダプターの出力電圧と、第２充電モード下の第２アダプターが出力する充電対象機器
（例えば端末）を充電するための充電電圧とを等しくするステップとを含むことができる
。
【０１１０】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と双方向通信を行い、第２充
電モード下の第２アダプターが出力する充電対象機器（例えば端末）を充電するための充
電電圧を決定するステップは、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）に第２アダプ
ターの出力電圧と充電対象機器（例えば端末）の電池の現在電圧とがマッチングするかど
うかを問い合わせるための第２命令を送信するステップと、制御ユニットが充電対象機器
（例えば端末）から送信される第２アダプターの出力電圧が電池の現在電圧とマッチング
し、やや高い又はやや低いことを示すための第２命令の返信命令を受信するステップを含
むことができる。代替的には、第２命令は、第２アダプターの現在の出力電圧を第２充電
モード下の第２アダプターが出力する充電対象機器（例えば端末）を充電するための充電
電圧とするのは適合であるかどうかを問い合わせるために用いられ、第２命令の返信命令
は、現在第２アダプターの出力電圧は、適合、やや高い又はやや低いであることを示すた
めに用いられる。第２アダプターの現在出力電圧が電池の現在電圧とマッチングし、又は
第２アダプターの現在の出力電圧を第２充電モード下の第２アダプターが出力する充電対
象機器（例えば端末）を充電するための充電電圧とするのは適合であるとは、第２アダプ
ターの現在出力電圧は、電池の現在電圧よりやや高く、第２アダプターの出力電圧と電池
の現在電圧との間の差値は、所定範囲内（通常は、何百ミリボルト級）にある。
【０１１１】
　好ましくは、一部の実施例において、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と双
方向通信を行い、第２充電モード下の第２アダプターの出力を制御する充電プロセスは、
制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と双方向通信を行い、第２充電モード下の第
２アダプターが出力する充電対象機器（例えば端末）を充電するための充電電流を決定す
るステップと、制御ユニットが第１脈動波形の電流のピーク値に対して調整を行い、第１
脈動波形の電流のピーク値を第２充電モード下の第２アダプターが出力する充電対象機器
を充電するための充電電流と等しくするステップとを含むことができる。
【０１１２】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と双方向通信を行い、第２充
電モード下の第２アダプターが出力する充電対象機器（例えば端末）を充電するための充
電電流を決定するステップは、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）に充電対象機
器（例えば端末）の現在サポートできる最大充電電流を問い合わせるための第３命令を送
信するステップと、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）から送信される充電対象
機器（例えば端末）の現在サポートできる最大充電電流を示すための第３命令の返信命令
を受信するステップと、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）の現在サポートでき
る最大充電電流に応じて、第２充電モード下の第２アダプターが出力する充電対象機器（
例えば端末）を充電するための充電電流を決定するステップとを含むことができる。なお
、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）の現在サポートできる最大充電電流に応じ
て、第２充電モード下の第２アダプターが出力する充電対象機器（例えば端末）を充電す
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るための充電電流を決定する方式は様々ある。例えば、第２アダプターは、充電対象機器
（例えば端末）の現在サポートできる最大充電電流を第２充電モード下の第２アダプター
が出力する充電対象機器（例えば端末）を充電するための充電電流と決定してもよく、充
電対象機器（例えば端末）の現在サポートできる最大充電電流及び自身の電流出力機能な
どの要素を総合的に考えた後、第２充電モード下の第２アダプターが出力する充電対象機
器（例えば端末）を充電するための充電電流を決定してもよい。
【０１１３】
　好ましくは、一部の実施例において、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と双
方向通信を行い、第２充電モード下の第２アダプターの出力を制御するプロセスは、第２
アダプターが第２充電モードを使用して充電対象機器（例えば端末）を充電するプロセス
において、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と双方向通信を行い、第１脈動波
形の電流のピーク値を調整するステップを含むことができる。
【０１１４】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と双方向通信を行い、第１脈
動波形の電流のピーク値を調整するステップは、制御ユニットが充電対象機器（例えば端
末）に充電対象機器（例えば端末）の電池の現在電圧を問い合わせるための第４命令を送
信するステップと、制御ユニットが第２アダプターから送信される電池の現在電圧を示す
ための第４命令の返信命令を受信するステップと、制御ユニット電池の現在電圧に応じて
、第１脈動波形の電流のピーク値を調整するステップとを含むことができる。
【０１１５】
　好ましくは、一部の実施例において、図１９Ａに示すように、第２アダプター１０は、
充電インターフェース１９１を備える。さらに、一部の実施例において、第２アダプター
１０における制御ユニット（図２１のＭＣＵ）は、充電インターフェース１９１における
データ線１９２を介して充電対象機器（例えば端末）と双方向通信することができる。
【０１１６】
　好ましくは、一部の実施例において、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と双
方向通信を行い、第２充電モード下の第２アダプターの出力を制御するプロセスは、制御
ユニットが充電対象機器（例えば端末）と双方向通信を行い、充電インターフェースの接
触が不良であるか否かを決定するステップを含むことができる。
【０１１７】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と双方向通信を行い、充電イ
ンターフェースの接触が不良であるか否かを決定するステップは、制御ユニットが充電対
象機器（例えば端末）に充電対象機器（例えば端末）の電池の現在電圧を問い合わせるた
めの第４命令を送信するステップと、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）から送
信される充電対象機器（例えば端末）の電池の現在電圧を示すための第４命令の返信命令
を受信するステップと、制御ユニットが第２アダプターの出力電圧及び充電対象機器（例
えば端末）の電池の現在電圧に応じて、充電インターフェースの接触が不良であるか否か
を決定するステップとを含むことができる。例えば、制御ユニットが第２アダプターの出
力電圧と充電対象機器（例えば端末）の現在電圧との電圧差が所定の電圧閾値より大きい
であることを決定すると、この場合、電圧差を第２アダプターが出力する現在電流値で割
って得られる抵抗は、所定抵抗閾値より大きいであることを表明し、充電インターフェー
スの接触が不良であると決定することができる。
【０１１８】
　好ましくは、一部の実施例において、充電インターフェースが接触不良を起こすことは
、充電対象機器（例えば端末）によって決定されてもよい。充電対象機器（例えば端末）
が制御ユニットに第２アダプターの出力電圧を問い合わせるための第六命令を送信し、充
電対象機器（例えば端末）が制御ユニットから送信される第２アダプターの出力電圧を示
すための第六命令の返信命令を受信し、充電対象機器（例えば端末）が充電対象機器（例
えば端末）の電池の現在電圧及び第２アダプターの出力電圧に応じて、充電インターフェ
ースの接触が不良であるか否かを決定する。充電対象機器（例えば端末）が充電インター
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フェースの接触が不良であると決定した後、充電対象機器（例えば端末）が制御ユニット
に充電インターフェースの接触不良を示すための第五命令を送信する。制御ユニットが第
五命令を受信した後、第２アダプターを制御して第２充電モードから退出することができ
る。
【０１１９】
　以下、図１９Ｂに組み合わせて、第２アダプターにおける制御ユニットと充電対象機器
（例えば端末）との間の通信プロセスをさらに詳しく説明する。なお、図１９Ｂの例は、
ただ当業者が本発明の実施例を理解するのに力を添えるためのものであって、本発明の実
施例を例示された具体的な数値又は具体的な場面に限定するためのものではない。当業者
は、提供される図１９Ｂの例に基づいて、各種同等の添削又は変更を行うことができるの
は明らかなことであり、このような添削又は変更も本発明の実施例の範囲内にある。
【０１２０】
　図１９Ｂに示すように、第２充電モード下の第２アダプターの出力が充電対象機器（例
えば端末）を充電するプロセス、即ち充電プロセスは、五つの段階を含むことができる。
　段階１
　充電対象機器（例えば端末）が電源提供装置に接続された後、充電対象機器（例えば端
末）は、データ線Ｄ＋，Ｄ－を介して電源提供装置のタイプを検出することができ、電源
提供装置が第２アダプターであることが検出された場合、充電対象機器（例えば端末）に
よって吸收される電流は、所定電流閾値Ｉ２（例えば１Ａ）より大きくてもよい。第２ア
ダプターにおける制御ユニットが所定時間（例えば、連続するＴ１時間）内に第２アダプ
ターの出力電流がＩ２以上であることが検出された場合、制御ユニットは、充電対象機器
（例えば端末）の電源提供装置のタイプに対する識別が既に完成されると認めてもよく、
制御ユニットは、第２アダプターと充電対象機器（例えば端末）との間のネゴシエーショ
ンプロセスをスタートさせ、充電対象機器（例えば端末）に命令１（上記第１命令に対応
する）を送信し、第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）を充電
することに充電対象機器（例えば端末）が同意するかどうかを問い合わせる。
　制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）から送信される命令１の返信命令を受信し
、該命令１の返信命令が第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）
を充電することに充電対象機器（例えば端末）が同意しないと示す場合、制御ユニットは
、第２アダプターの出力電流を再度検出する。第２アダプターの出力電流が所定連続する
時間内（例えば、連続するＴ１時間）に依然としてＩ２以上である場合、制御ユニットは
、充電対象機器（例えば端末）に命令１を再送信し、第２アダプターが第２充電モードで
充電対象機器（例えば端末）を充電することに充電対象機器（例えば端末）が同意するか
どうかを問い合わせる。制御ユニットは、第２アダプターが第２充電モードで充電対象機
器（例えば端末）を充電することに充電対象機器（例えば端末）が同意し、又は第２アダ
プターの出力電流がＩ２以上であるという条件が満たされるまで、段階１の上記ステップ
を繰り返す。
【０１２１】
　第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）を充電することに充電
対象機器（例えば端末）が同意した後、通信プロセスが第２段階に移行する。
　段階２
　第２アダプターの出力電圧は、複数のランクを含んでいてもよい。制御ユニットが充電
対象機器（例えば端末）に命令２（上記第２命令に対応する）を送信し、第２アダプター
の出力電圧（現在の出力電圧）が充電対象機器（例えば端末）の電池の現在電圧とマッチ
ングするかどうかを問い合わせる。
【０１２２】
　充電対象機器（例えば端末）が制御ユニットに命令２の返信命令を送信し、第２アダプ
ターの出力電圧が充電対象機器（例えば端末）の電池の現在電圧とマッチングし、やや高
い又はやや低いことを示す。命令２に対する返信命令が第２アダプターの出力電圧がやや
高い又はやや低いことを示す場合、制御ユニットは、第２アダプターの出力電圧を１ラン



(26) JP 6420499 B2 2018.11.7

10

20

30

40

50

クに調整し、充電対象機器（例えば端末）に命令２を再送信し、第２アダプターの出力電
圧が充電対象機器（例えば端末）の電池の現在電圧とマッチングするかどうかを再度問い
合わせることができる。第２アダプターの出力電圧が充電対象機器（例えば端末）の電池
の現在電圧とマッチングすることを充電対象機器（例えば端末）が決定するまで、段階２
の上記ステップを繰り返して、３段階に移行する。
【０１２３】
　段階３
　制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）に命令３（上記第３命令に対応する）を送
信し、充電対象機器（例えば端末）の現在サポートできる最大充電電流を問い合わせる。
充電対象機器（例えば端末）が制御ユニットに命令３の返信命令を送信し、充電対象機器
（例えば端末）の現在サポートできる最大充電電流を示し、第４段階に移行する。
【０１２４】
　段階４
　制御ユニットは、充電対象機器（例えば端末）の現在サポートできる最大充電電流に応
じて、第２充電モード下の第２アダプターが出力する充電対象機器（例えば端末）を充電
するための充電電流を決定し、その後、段階５、即ち定電流充電段階に移行する。
【０１２５】
　段階５
　定電流充電段階に入った後、制御ユニットは、一定時間おきに充電対象機器（例えば端
末）に命令４（上記第４命令に対応する）を送信し、充電対象機器（例えば端末）の電池
の現在電圧を問い合わせることができる。充電対象機器（例えば端末）は、制御ユニット
に命令４の返信命令を送信し、充電対象機器（例えば端末）の電池の現在電圧をフィード
バックする。制御ユニットは、充電対象機器（例えば端末）の電池の現在電圧に応じて、
充電インターフェースの接触が良好であるかどうか、及び第１脈動波形の電流のピーク値
を低下させる必要があるかどうかを判断することができる。第２アダプターが充電インタ
ーフェースの接触が不良であると判断された場合、充電対象機器（例えば端末）に命令５
（上記第五命令に対応する）を送信することができ、第２アダプターは、第２充電モード
から退出し、その後、リセットして再度段階１に移行する。
【０１２６】
　好ましくは、一部の実施例において、段階１において、充電対象機器（例えば端末）が
命令１の返信命令を送信する場合、命令１の返信命令には、充電対象機器（例えば端末）
の通路抵抗のデータ（又は情報）を有する。充電対象機器（例えば端末）の通路抵抗デー
タは、段階５で、充電インターフェースの接触が良好であるかどうかを判断するために用
いられる。
【０１２７】
　好ましくは、一部の実施例において、段階２において、第２アダプターが第２充電モー
ドで充電対象機器（例えば端末）を充電することに充電対象機器（例えば端末）が同意す
るから、制御ユニットが第２アダプターの出力電圧を適合の充電電圧に調整するまで経過
した時間は、一定範囲内に制限される。時間が所定範囲を超える場合、第２アダプター又
は充電対象機器（例えば端末）は、急速充電通信プロセスに異常があると判定し、リセッ
トして再度段階１に入ることができる。
【０１２８】
　好ましくは、一部の実施例において、段階２において、第２アダプターの出力電圧が充
電対象機器（例えば端末）の電池の現在電圧よりΔＶ(ΔＶは、２００～５００ｍＶと設
定することができる)高い場合、充電対象機器（例えば端末）は、制御ユニットに命令２
の返信命令を送信し、第２アダプターの出力電圧が充電対象機器（例えば端末）の電池電
圧とマッチングすることを示すことができる。
【０１２９】
　好ましくは、一部の実施例において、段階４において、第２アダプターの出力電流の調
整速度は、一定範囲内に制限されてもよく、このようにして、調整速度が速すぎるため、
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第２充電モード下の第２アダプターの出力が充電対象機器（例えば端末）を充電するプロ
セスに異常が起こるのを避けることができる。
【０１３０】
　好ましくは、一部の実施例において、段階５において、第２アダプターの出力電流の変
化振幅を５％以内に制限することができる。
【０１３１】
　好ましくは、一部の実施例において、段階５において、制御ユニットは、充電回路の通
路抵抗をリアルタイムに検出することができる。具体的には、制御ユニットは、第２アダ
プターの出力電圧、出力電流及び充電対象機器（例えば端末）がフィードバックする電池
の現在電圧に応じて、充電回路の通路抵抗を検出することができる。「充電回路の通路抵
抗」＞「充電対象機器（例えば端末）の通路抵抗＋充電ケーブルの抵抗」の場合、充電イ
ンターフェースが接触不良を起こすと認められ、第２アダプターが第２充電モードで充電
対象機器（例えば端末）を充電することを停止する。
【０１３２】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器
（例えば端末）を充電するのをスタートさせた後、制御ユニットと充電対象機器（例えば
端末）との間の通信時間の間隔を一定範囲内に制限することができ、通信間隔が短すぎる
ため、通信プロセスに異常が起こるのを避ける。
【０１３３】
　好ましくは、一部の実施例において、充電プロセスの停止（又は第２アダプターが第２
充電モードで充電対象機器（例えば端末）を充電するプロセスの停止）は、回復可能な停
止と回復不可能な停止の２種類に分かれる。
【０１３４】
　例えば、充電対象機器（例えば端末）の電池の充満又は充電インターフェースの接触不
良が検出された場合、充電プロセスが停止され、充電通信プロセスがリセットされ、充電
プロセスが再度段階１に移行する。その後、第２アダプターが第２充電モードで充電対象
機器（例えば端末）を充電することに充電対象機器（例えば端末）が同意しないと、通信
プロセスは段階２に移行しない。このような場合の充電プロセスの停止は、回復不可能な
停止と見なすことができる。
【０１３５】
　また、例えば、制御ユニットと充電対象機器（例えば端末）との間に通信異常が現れる
場合、充電プロセスが停止され、充電通信プロセスがリセットされ、充電プロセスが再度
段階１に移行する。段階１の要求を満たした後、第２アダプターが第２充電モードで充電
対象機器（例えば端末）を充電することに充電対象機器（例えば端末）が同意し、充電プ
ロセスを回復する。このような場合の充電プロセスの停止は、回復可能な停止と見なすこ
とができる。
【０１３６】
　また、例えば、充電対象機器（例えば端末）が電池に異常が現れるのが検出された場合
、充電プロセスが停止され、充電通信プロセスがリセットされ、充電プロセスが再度段階
１に移行する。その後、第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）
を充電することに充電対象機器（例えば端末）が同意しない。電池が正常に回復し、段階
１のニーズを満たした後、第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器（例えば端末
）を充電することに充電対象機器（例えば端末）が同意する。このような場合の急速充電
プロセスの停止は、回復可能な停止と見なすことができる。
【０１３７】
　以上は、図１９Ｂに示される通信ステップ又は操作に対する例に過ぎない。例えば、段
階１において、充電対象機器（例えば端末）が第２アダプターに接続された後、充電対象
機器（例えば端末）と制御ユニットとの間のハンドシェイク通信は、充電対象機器（例え
ば端末）によって発起されてもよく、すなわち、充電対象機器（例えば端末）が命令１を
送信し、制御ユニットが第２充電モードをオンにするか否かを問い合わせる。充電対象機
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器（例えば端末）が第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）を充
電することに制御ユニットが同意することを示す制御ユニットの返信命令を受信する場合
、第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）の電池を充電し始める
。
【０１３８】
　また、例えば、段階５の後、定電圧充電段階をさらに含むことができる。具体的には、
段階５において、充電対象機器（例えば端末）は、制御ユニットに電池の現在電圧をフィ
ードバックすることができ、電池の現在電圧が定電圧充電電圧閾値に達する場合、充電段
階は、定電流充電段階から定電圧充電段階に転じる。定電圧充電段階において、充電電流
が徐々に減小し、電流ある閾値に低下する場合、充電の全プロセスを停止し、充電対象機
器（例えば端末）の電池が充満されることを表明する。
【０１３９】
　さらに、図２０に示すように、上記実施例のいずれかにおいて、第２アダプター１０は
、第１充電モード及び第２充電モードを有することができ、第２アダプターの第２充電モ
ード下の充電対象機器（例えば端末）に対する充電速度は、第２アダプターの第１充電モ
ード下の充電対象機器（例えば端末）に対する充電速度より速い。電力変換ユニット１１
は、２次フィルタユニット３７を備えることが可能であり、第２アダプター１０は、制御
ユニット３６を備えることが可能であり、制御ユニット３６が２次フィルタユニット３７
に接続される。第１充電モードにおいて、制御ユニット３６が２次フィルタユニット３７
を制御して作動させ、第２アダプター１０の出力電圧の電圧値を一定にする。第２充電モ
ードおいて、制御ユニット３６が２次フィルタユニット３７を制御して作動を停止させ、
第２アダプター１０の出力電流を第１脈動波形の電流とする。
【０１４０】
　本発明の実施例において、制御ユニットは、２次フィルタユニットが作動するかどうか
を制御し、第２アダプターが電流値が一定である普通直流電を出力することができ、電流
値が変化する脈動直流電を出力することもでき、したがって、従来の充電モードに適合す
る。
【０１４１】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、第１脈動波形の電流を直接に
充電対象機器（例えば端末）の電池の両端に印加して、電池を直接充電する。
【０１４２】
　具体的には、直接充電は、２アダプターの出力電圧及び出力電流を直接に充電対象機器
（例えば端末）の電池の両端に加え（又は直接に伝導する）、充電対象機器（例えば端末
）の電池を充電し、途中では、変換回路を経由して第２アダプターの出力電流又は出力電
圧を変換する必要がなく、変換プロセスがもたらすエネルギーの損失を避ける。第２充電
モードを使用する充電プロセスにおいて、充電回路における充電電圧又は充電電流を調整
するために、第２アダプターを知能的なアダプターに設計することができ、第２アダプタ
ーが充電電圧又は充電電流の変換を完成させ、このようにして、充電対象機器（例えば端
末）負担を軽減し、充電対象機器の発熱量を低下させることができる。
【０１４３】
　本発明の実施例の第２アダプター１０は、定電流モードで作動することができる。本文
における定電流モードは、第２アダプターの出力電流に対して制御を行う充電モードを指
し、第２アダプターの出力電流が一定を維持して変動しないことを求めていない。実際で
は、第２アダプターが定電流モードにおいて、常に段階化定電流の方式を採用して充電を
行う。
【０１４４】
　段階化定電流充電（Ｍｕｌｔｉ－ｓｔａｇｅ　ｃｏｎｓｔａｎｔ　ｃｕｒｒｅｎｔ　ｃ
ｈａｒｇｉｎｇ）がＮ充電段階（Ｎが２以上の整数である）を有する。段階化定電流充電
は、所定の充電電流で第１段階の充電を始めることができる。段階化定電流充電のＮ充電
段階は、第１段階から第（Ｎ－１）段階まで順次に実行され、充電段階のうちの一つ前の
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充電段階が次の充電段階に転じた後、充電電流値が小さくなり、電池電圧が充電終止電圧
閾値に達する場合、充電段階のうちの一つ前の充電段階が次の充電段階に転じる。
【０１４５】
　さらに、第２アダプターの出力電流が脈動直流電である場合に、定電流モードは、脈動
直流電のピーク値又は平均値に対して制御を行う充電モードを指す。すなわち、第２アダ
プターの出力電流のピーク値が定電流モードに対応する電流を超えないように制御する。
【０１４６】
　以下、具体的な一例に組み合わせて、本発明の実施例をさらに詳しく説明する。なお、
図２１及び図２２の例は、ただ当業者が本発明の実施例を理解するのに力を添えるための
ものであって、本発明の実施例を例示された具体的な数値又は具体的な場面に限定するた
めのものではない。当業者は、提供される図２１及び図２２の例に基づいて、各種同等の
添削又は変更を行うことができるのは明らかなことであり、このような添削又は変更も本
発明の実施例の範囲内にある。
【０１４７】
　第２アダプターは、電力変換ユニット（上記の電力変換ユニット１１に対応する）を備
え、図２１に示すように、該電力変換ユニットは、交流ＡＣの入力端と、１次整流ユニッ
ト３８と、変圧器Ｔ１と、２次整流ユニット３９と、第１整流ユニット２０とを備えるこ
とができる。
【０１４８】
　具体的には、交流ＡＣの入力端が商用電源（一般的には、２２０Ｖの交流）を導入し、
その後、商用電源を１次整流ユニット３８に伝送する。
【０１４９】
　１次整流ユニット３８は、商用電源を第２脈動波形の電流に変換し、その後、第２脈動
直流電を変圧器Ｔ１に伝送するために用いられる。１次整流ユニット３８は、ブリッジ整
流ユニットであってもよい。図２１に示されるようなフルブリッジ整流ユニットであって
もよく、又は、ハーフブリッジ整流ユニットであってもよい。本発明の実施例は、これに
ついて具体的に限定しない。
【０１５０】
　変圧器Ｔ１は、第１脈動直流電を変圧器の１次から２次に結合するために用いられる。
変圧器Ｔ１は、一般の変圧器であってもよく、作動周波数が５０ＫＨｚ－２ＭＨｚｄであ
る高周波変圧器であってもよい。変圧器Ｔ１の１次巻線の数及び接続形式が第２アダプタ
ーにおいて採用されるスイッチング電源のタイプに関連し、本発明の実施例は、これにつ
いて具体的に限定しない。図２１に示すように、第２アダプターは、フライバックスイッ
チング電源を採用することができ、変圧器の１次巻線の一端が１次整流ユニット３８に接
続され、１次巻線の他端がＰＷＭコントローラによって制御されるスイッチに接続される
。無論、第２アダプターは、順方向スイッチング電源又はプッシュプルスイッチング電源
を採用する第２アダプターであってもよい。異なるタイプのスイッチング電源における１
次整流ユニット及び変圧器は、それぞれの接続形式を有し、簡潔のために、ここでは、い
ちいち例を挙げない。
【０１５１】
　２次整流ユニット３９は、１次から２次に結合された電流に対して整流を行い、第１脈
動波形の電流を取得するために用いられる。２次整流ユニット３９の形式はいろいろあり
、図２１に示されるのは、典型的な２次同期整流回路の一種である。該同期整流回路は、
同期整流（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｒｅｃｔｉｆｉｅｒ，ＳＲ）チップと、該ＳＲチッ
プによって制御される金属酸化物半導体（Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕ
ｃｔｏｒ，ＭＯＳ）管と、ＭＯＳ管のソース電極及びドレイン電極の両端に接続されるダ
イオードとを備える。ＳＲチップがＭＯＳ管のゲート電極にＰＷＭ制御信号を送信し、該
ＭＯＳ管のオン・オフを制御し、したがって、２次同期整流を実現する。
【０１５２】
　第１整流ユニット２０は、１次から２次に結合された電流に対して整流を行い、同期信
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号を得るために用いられる。図２１に示すように、第１整流ユニット２０は、順方向整流
回路であってもよい。同期信号は、順方向整流回路から出力される順方向電圧（ｆｏｒｗ
ａｒｄ　ｖｏｌｔａｇｅ）である。
【０１５３】
　さらに、第２アダプターは、サンプリング保持ユニット（上記のサンプリング保持ユニ
ット１２に対応する）を備えることができる。サンプリング保持ユニットは、電流サンプ
リングユニット（上記の電流サンプリングユニット１４に対応する）と、電流保持ユニッ
ト（上記の電流保持ユニット１５に対応する）とを備える。
【０１５４】
　具体的には、図２１に示すように、電流サンプリングユニットは、具体的に、検流抵抗
Ｒ３と、検流計とを備える。検流計は、検流抵抗Ｒ３を介して第１脈動波形の電流に対し
て検流を行い、サンプリング電流を取得し、サンプリング電流を対応するサンプリング電
圧（サンプリング電圧は、第１脈動波形の電流の大きさを示すために用いられる）に変換
する。
【０１５５】
　回路保持ユニットは、分圧抵抗Ｒ４及びＲ５と、コンデンサＣ１とを備える。回路保持
ユニットは、まず、分圧抵抗Ｒ４，Ｒ５を介して検流計の出力ポート（ＯＵＴＰＵＴ）か
ら出力されるサンプリング電圧に対して分圧を行い、その後、分圧した後得られる電圧を
利用してコンデンサＣ１を充電し、コンデンサＣ１の両端の電圧が第１脈動波形の電流が
変化するにつれて変化するようにする。第１脈動波形がピーク値又は立ち下がりエッジに
達する場合、コンデンサＣ１の両端の電圧が最大値（該最大値は、第１脈動波形の電流の
ピーク値に対応することができる）に達し、サンプリング保持ユニットが保持状態に入る
。
【０１５６】
　さらに、第２アダプターは、電流採取制御ユニット（上記の電流採取制御ユニット１３
に対応する）を備える。電流採取制御ユニッは、ＭＣＵ（上記の制御ユニットに対応する
）と、比較ユニット２４と、放電ユニット１６とを備えることができる。
【０１５７】
　具体的には、比較ユニット２４は、コンパレータを備えていてもよい。コンパレータの
第１入力端は、同期信号を受信するために用いられる。コンパレータの第２入力端は、参
考電圧を受信するために用いられる。一部の実施例において、第１入力端は、同相入力端
であり、第２入力端は、逆相入力端である。ほかの一部の実施例において、第１入力端は
、逆相入力端であり、第２入力端は、同相入力端である。コンパレータは、比較結果をＭ
ＣＵに送信する。
【０１５８】
　ＭＣＵは、コンパレータの比較結果に基づいて、第１脈動波形がいつピーク値又は立ち
下がりエッジにあるかを判断する。第１脈動波形がピーク値又は立ち下がりエッジにある
場合、サンプリング保持回路が保持状態にあることを表明する。ＭＣＵがＡＤＣを介して
コンデンサＣ１の両端の電圧を取得し、したがって、第１脈動波形の電流のピーク値を決
定する。
【０１５９】
　放電ユニット１６は、スイッチ管Ｑ３と、抵抗Ｒ６とを含むことができる。ＭＣＵが第
１脈動波形の電流のピーク値を採取した後、ＭＣＵは、スイッチ管Ｑ３を制御してオンに
し、コンデンサＣ１は、抵抗Ｒ６に放電し、コンデンサＣ１の両端の電荷を解放する。こ
のようにして、コンデンサＣ１の両端の電圧は、再度第１脈動波形の電流が変化するにつ
れて変化することができ、サンプリング保持ユニットが保持状態からサンプリング状態に
切り替えたことも表明される。
【０１６０】
　さらに、第２アダプターは、電圧調整ユニット（上記の電圧調整ユニット２８に対応す
る）を備えることができる。電圧調整ユニットは、電圧サンプリングユニット（上記の電
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圧サンプリングユニット２９に対応する）と、電圧比較ユニット（上記の電圧比較ユニッ
ト３０に対応する）と、電圧制御ユニット（上記の電圧制御ユニット３１に対応する）と
を備えることができる。
【０１６１】
　具体的には、図２１に示すように、電圧サンプリングユニットは、第２アダプターの出
力電圧に対して分圧を行い、第１電圧を取得するための抵抗Ｒ１及び抵抗Ｒ２を備える。
【０１６２】
　電圧比較ユニットは、演算増幅器ＯＰＡを備える。ＯＰＡの逆相入力端は、第１電圧を
受信するために用いられる。ＯＰＡの同相入力端は、ＤＡＣに接続され、ＤＡＣによって
提供される第１参考電圧を受信するために用いられる。ＤＡＣがＭＣＵに接続される。Ｍ
ＣＵは、ＤＡＣを介して第１参考電圧調整することができ、さらに、第２アダプターの出
力電圧及び／又は出力電流を調整する。
【０１６３】
　電圧制御ユニットは、光結合ユニット４０と、ＰＷＭコントローラとを備える。光結合
ユニット４０の入力端がＯＰＡの出力端に接続される。ＯＰＡの出力電圧が光結合ユニッ
ト４０の作動電圧ＶＤＤより低い場合、光結合ユニット４０は、作動し始め、ＰＷＭコン
トローラのＦＢ端にフィードバック電圧を提供する。ＰＷＭコントローラは、ＣＳ端とＦ
Ｂ端の電圧を比較することにより、ＰＷＭ端から出力されるＰＷＭ信号のデューティー比
を制御する。ＯＰＡの出力電圧が０である場合、ＦＢ端の電圧が安定していて、ＰＷＭコ
ントローラのＰＷＭ端から出力されるＰＷＭ制御信号のデューティー比が一定値に維持す
る。ＰＷＭコントローラのＰＷＭ端は、スイッチ管Ｑ２を介して変圧器Ｔ１の１次巻線に
接続され、第２アダプターの出力電圧及び出力電流を制御するために用いられる。ＰＷＭ
端によって送信される制御信号のデューティー比が一定である場合、第２アダプターの出
力電圧及び出力電流の安定も維持される。
【０１６４】
　また、ＭＣＵは、通信インターフェースをさらに備えていてもよい。通信インターフェ
ースを介して充電対象機器（例えば端末）と双方向通信を行い、第２アダプターの充電プ
ロセスを制御することができる。例えば、充電インターフェースがＵＳＢインターフェー
スであり、通信インターフェースは、該ＵＳＢインターフェースであってもよい。具体的
には、第２アダプターは、ＵＳＢインターフェースにおける電源リードを使用して充電対
象機器（例えば端末）を充電し、ＵＳＢインターフェースにおけるデータ線（Ｄ＋及び／
又はＤ－）を使用して充電対象機器（例えば端末）と通信することができる。
【０１６５】
　また、光結合ユニット４０は、さらに、電圧安定ユニットに接続されてもよく、光結合
の作動電圧の安定を維持する。図２１に示すように、本発明の実施例における電圧安定ユ
ニットは、低損失レギュレータ（Ｌｏｗ　Ｄｒｏｐｏｕｔ　Ｒｅｇｕｌａｔｏｒ，ＬＤＯ
）を採用することにより、実現されることができる。
【０１６６】
　図２２の実施例は、図２１の実施例に類似し、異なる点としては、図２１における抵抗
Ｒ１と抵抗Ｒ２から構成される電圧取得ユニットをディジタルポテンショメータ（該ディ
ジタルポテンショメータは、上記の分圧ユニット３４に対応する）と置き換え、ＯＰＡの
逆相入力端が固定の第２参考電圧に接続され、ＭＣＵがディジタルポテンショメータの分
圧比を調節することにより、第２アダプターの出力電圧及び出力電流を調節する。例えば
、第２アダプターの出力電圧が５Ｖであると望む場合、ディジタルポテンショメータの分
圧比を調節することができ、これにより、第２アダプターの出力電圧が５Ｖである場合の
ディジタルポテンショメータの出力端の電圧を第２参考電圧と等しくする。同様に、第２
アダプターの出力電圧が３Ｖであると望む場合、ディジタルポテンショメータの分圧比を
調整することにより、第２アダプターの出力電圧が３Ｖである場合のディジタルポテンシ
ョメータの出力端の電圧を第２参考電圧と等しくすることができる。
【０１６７】
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　図２１及び図２２に示される実施例において、同期信号は、第１整流ユニット２０の整
流により取得されるが、本発明の実施例は、これに限らず、第２アダプターの１次から同
期信号を取得してもよく、図９に示されるような実現形態を採用する。又は、サンプリン
グ保持ユニットから同期信号を取得してもよく、図２１及び図２２に示されるような検流
計の出力ポート（ＯＵＴＰＵＴ）から取得する。
【０１６８】
　図２１及び図２２に示される実施例において、比較ユニット２４は、同期信号と参考電
圧とを直接に比較し、サンプリング保持ユニットが保持状態にあるか否かを判断するが、
本発明の実施例は、これに限らない。図１３に示されるような実現形態を採用してもよく
、コンデンサにより同期信号における直流信号をフィルタリングし、ゼロクロス点の交流
信号を取得し、その後、ゼロクロス点の交流信号と参考電圧を比較し、サンプリング保持
ユニットが保持状態にあるか否かを判断する。
【０１６９】
　本文において、異なる符号で示される制御ユニットは、互いに分離された制御ユニット
であってもよく、同一の制御ユニットであってもよい。好ましくは、一部の実施例におい
て、第２アダプターは、ＭＣＵを備え、本発明における制御ユニットは、いずれもＭＣＵ
を指す。
【０１７０】
　以上では図１～図２２に組み合わせて、本発明の一実施形態の装置を詳しく説明した。
以下は、図２３に組み合わせて、本発明の一実施形態に係る方法実施例を詳しく説明する
。なお、方法の説明と装置の説明が互いに対応し、簡潔のために、重複した説明を適宜省
略する。
【０１７１】
　図２３は、本発明の一実施形態が提供する充電制御方法の概略的なフロー図である。図
２３の方法は第２アダプターに適用することができ、例えば、図１から図２２で説明され
る第２アダプターであってもよい。第２アダプターは、電力変換ユニットと、サンプリン
グ保持ユニットとを備えることができる。電力変換ユニットは、入力される交流を変換し
、第２アダプターの出力電圧及び出力電流を取得するために用いられることができる。第
２アダプターの出力電流が第１脈動波形の電流である。サンプリング保持ユニットが電力
変換ユニットに接続される。サンプリング保持ユニットがサンプリング状態にある場合、
サンプリング保持ユニットは、第１脈動波形の電流をサンプリングするために用いられる
。サンプリング保持ユニットが保持状態にある場合、サンプリング保持ユニットは、第１
脈動波形の電流のピーク値を保持するために用いられる。
【０１７２】
　図２３の方法は、以下のような動作を含む。
　２３１０、前記サンプリング保持ユニットが保持状態にあるか否かを判断する。
　２３２０、前記サンプリング保持ユニットが保持状態にあると判断された場合に、サン
プリング保持ユニットにより保持された第１脈動波形の電流のピーク値を採取する。
【０１７３】
　好ましくは、一部の実施例において、サンプリング保持ユニットが保持状態にあるか否
かを判断するステップは、周期が第１脈動波形の周期の１／Ｎである同期信号を受信する
ステップと、同期信号に基づいて、サンプリング保持ユニットが保持状態にあるか否かを
判断するステップとを含むことができる。Ｎは、１以上の整数である。
【０１７４】
　好ましくは、一部の実施例において、同期信号を受信するステップは、電力変換ユニッ
トから同期信号を取得するステップを含むことができる。
【０１７５】
　好ましくは、一部の実施例において、電力変換ユニットは、１次ユニットと、２次ユニ
ットとを備えている。電力変換ユニットから同期信号を取得するステップは、２次ユニッ
トから同期信号を取得するステップを含むことができる。
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【０１７６】
　好ましくは、一部の実施例において、２次ユニットは、第１整流ユニットを備える。第
１整流ユニットが電流採取制御ユニットに接続される。第１整流ユニットは、１次ユニッ
トから２次ユニットに結合された電流に対して整流を行い、第２脈動形式の電圧を取得し
、第２脈動波形の電圧を同期信号として、電流採取制御ユニットに送信するために用いら
れる。
【０１７７】
　好ましくは、一部の実施例において、電力変換ユニットは、１次ユニットと、２次ユニ
ットとを備えることができる。電力変換ユニットから同期信号を取得するステップは、１
次ユニットから同期信号を取得するステップを含むことができる。
【０１７８】
　好ましくは、一部の実施例において、１次ユニットは、交流に対して整流を行い、第３
脈動波形の電圧を取得するために用いられる。第３脈動波形と第１脈動波形の周期が同じ
である。１次ユニットは、光結合ユニットを介して第３脈動波形の電圧を第２アダプター
の１次から第２アダプターの２次に結合し、第４脈動波形の電圧を取得し、第４脈動波形
の電圧を同期信号として、電流採取制御ユニットに送信する。
【０１７９】
　好ましくは、一部の実施例において、同期信号を受信するステップは、サンプリング保
持ユニットから同期信号を取得するステップを含むことができる。
【０１８０】
　好ましくは、一部の実施例において、サンプリング保持ユニットは、第１脈動波形の電
流に対してサンプリングを行い、サンプリング電流を取得し、サンプリング電流をサンプ
リング電圧に変換し、該サンプリング電圧を同期信号として、電流採取制御ユニットに送
信するために用いられる。サンプリング電圧は、第１脈動波形の電流の大きさを示すため
のものである。
【０１８１】
　好ましくは、一部の実施例において、同期信号に基づいて、サンプリング保持ユニット
が保持状態にあるか否かを判断するステップは、同期信号に基づいて、第１脈動波形がピ
ーク値又は立ち下がりエッジにあるか否かを判断するステップと、第１脈動波形がピーク
値又は立ち下がりエッジにあると判断された場合に、サンプリング保持ユニットが保持状
態にあると決定するステップとを含むことができる。
【０１８２】
　好ましくは、一部の実施例において、同期信号に基づいて、第１脈動波形がピーク値又
は立ち下がりエッジにあるか否かを判断するステップは、同期信号の電圧と参考電圧との
比較結果に基づいて、第１脈動波形がピーク値又は立ち下がりエッジにあるか否かを判断
するステップを含むことができる。
【０１８３】
　好ましくは、一部の実施例において、同期信号に基づいて、第１脈動波形がピーク値又
は立ち下がりエッジにあるか否かを判断するステップは、同期信号における直流信号をフ
ィルタリングし、ゼロクロス点の交流信号を取得するステップと、交流信号の電圧と参考
電圧を比較するステップと、交流信号の電圧と参考電圧との比較結果に基づいて、第１脈
動波形がピーク値又は立ち下がりエッジにあるか否かを判断するステップとを含むことが
できる。参考電圧の電圧値が０である。
【０１８４】
　好ましくは、一部の実施例において、第１脈動波形の周期と同期信号の周期が同じであ
る。
【０１８５】
　好ましくは、一部の実施例において、図２３の方法は、第１脈動波形の電流のピーク値
を採取した後、サンプリング保持ユニットを制御して保持状態からサンプリング状態に変
換させるステップをさらに含むことができる。
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【０１８６】
　好ましくは、一部の実施例において、サンプリング保持ユニットは、コンデンサを備え
る。サンプリング保持ユニットは、サンプリング保持ユニットにおけるコンデンサにより
、第１脈動波形の電流のピーク値を保持する。サンプリング保持ユニットを制御して保持
状態からサンプリング状態に変換させるステップは、サンプリング保持ユニットにおける
コンデンサの両端の電荷を解放することにより、サンプリング保持ユニットを保持状態か
らサンプリング状態に変換させるステップを含むことができる。
【０１８７】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、電圧調整ユニットをさらに備
える。電圧調整ユニットが電力変換ユニットに接続され、第２アダプターの出力電圧を検
出して調整するために用いられる。図２３の方法は、電圧調整ユニットにより、第１脈動
波形の電流のピーク値を調整するステップをさらに含むことができる。
【０１８８】
　好ましくは、一部の実施例において、電圧調整ユニットは、電圧サンプリングユニット
と、電圧比較ユニットと、電圧制御ユニットとを備える。電圧サンプリングユニットが電
力変換ユニットに接続され、第２アダプターの出力電圧に対してサンプリングを行い、第
１電圧を取得するために用いられる。電圧比較ユニットの入力端が電圧サンプリングユニ
ットに接続され、第１電圧と第１参考電圧を比較するために用いられる。電圧制御ユニッ
トの入力端が電圧比較ユニットの出力端に接続される。電圧制御ユニットの出力端が電力
変換ユニットに接続される。電圧制御ユニットは、第１電圧と第１参考電圧との比較結果
に応じて、第２アダプターの出力電圧を制御する。電圧調整ユニットにより、第１脈動波
形の電流のピーク値調整するステップは、第１参考電圧の電圧値を調整することにより、
第１脈動波形の電流のピーク値を調整するステップを含むことができる。
【０１８９】
　好ましくは、一部の実施例において、第１参考電圧の電圧値を調整することにより、第
１脈動波形の電流のピーク値を調整するステップは、デジタルＤＡＣを介して第１参考電
圧の電圧値を調整することにより、第１脈動波形の電流のピーク値を調整するステップを
含むことができる。
【０１９０】
　好ましくは、一部の実施例において、電圧調整ユニットは、分圧ユニットと、電圧比較
ユニットと、電圧制御ユニットとを備える。分圧ユニットの入力端が電力変換ユニットに
接続され、設定される分圧比に基づいて第２アダプターの出力電圧に対して分圧を行い、
第２電圧を生成するために用いられる。電圧比較ユニットの入力端が分圧ユニットの出力
端に接続され、第２電圧と第２参考電圧を比較するために用いられる。電圧制御ユニット
の入力端が電圧比較ユニットの入力端に接続される。電圧制御ユニットの出力端が電力変
換ユニットに接続される。電圧制御ユニットは、第２電圧と第２参考電圧との比較結果に
応じて、第２アダプターの出力電圧を制御する。電圧調整ユニットにより、第１脈動波形
の電流のピーク値を調整するステップは、分圧比を調整することにより、第１脈動波形の
電流のピーク値を調整するステップを含むことができる。
【０１９１】
　好ましくは、一部の実施例において、分圧ユニットは、ディジタルポテンショメータを
備える。ディジタルポテンショメータの高電位端が電力変換ユニットに接続される。ディ
ジタルポテンショメータの低電位端が接地される。ディジタルポテンショメータの出力端
が電圧比較ユニットに接続される。分圧比を調整することにより、第１脈動波形の電流の
ピーク値を調整するステップは、ディジタルポテンショメータの分圧比を調整することに
より、第１脈動波形の電流のピーク値を調整するステップを含むことができる。
【０１９２】
　好ましくは、一部の実施例において、サンプリング保持ユニットは、電流サンプリング
ユニットと、電流保持ユニットとを備えることができる。電流サンプリングユニットが電
力変換ユニットに接続され、第１脈動波形の電流を検出して、サンプリング電流を取得し
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、サンプリング電流をサンプリング電圧に変換するために用いられる。サンプリング電圧
は、第１脈動波形の電流の大きさを示すためのものである。電流保持ユニットが電流サン
プリングユニット及び電流採取制御ユニットに接続される。電流保持ユニットは、電流サ
ンプリングユニットからサンプリング電圧を受信し、サンプリング電圧に基づいて電流保
持ユニットにおけるコンデンサを充電する。サンプリング保持ユニットにより保持された
第１脈動波形の電流のピーク値を採取するステップは、サンプリング保持ユニットにおけ
るコンデンサの両端の電圧を取得することにより、第１脈動波形の電流のピーク値を採取
するステップを含むことができる。
【０１９３】
　好ましくは、一部の実施例において、サンプリング保持ユニットにより保持された第１
脈動波形の電流のピーク値を採取するステップは、ＡＤＣにより第１脈動波形の電流のピ
ーク値を採取するステップを含むことができる。
【０１９４】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、第１充電モード及び第２充電
モードをサポートする。第２アダプターの第２充電モード下の充電対象機器に対する充電
速度は、第２アダプターの第１充電モード下の充電対象機器に対する充電速度より速い。
第１脈動波形の電流が第２アダプターの第２充電モード下の出力電流である。図２３の方
法は、第２アダプターが充電対象機器と接続するプロセスにおいて、充電対象機器と双方
向通信を行い、第２充電モード下の前記第２アダプターの出力を制御するステップをさら
に含むことができる。
【０１９５】
　好ましくは、一部の実施例において、充電対象機器と双方向通信を行い、第２充電モー
ド下の第２アダプターの出力を制御するプロセスは、充電対象機器と双方向通信を行い、
第２アダプターと充電対象機器との間の充電モードをネゴシエーションするステップを含
むことができる。
【０１９６】
　好ましくは、一部の実施例において、充電対象機器と双方向通信を行い、第２アダプタ
ーと充電対象機器との間の充電モードをネゴシエーションするステップは、充電対象機器
に充電対象機器が第２充電モードをオンにするか否かを問い合わせるための第１命令を送
信するステップと、充電対象機器から送信される充電対象機器が第２充電モードをオンに
することに同意するかどうかを示すための第１命令の返信命令を受信するステップと、充
電対象機器が第２充電モードをオンにすることに同意された場合に、第２充電モードを使
用して充電対象機器を充電するステップとを含むことができる。
【０１９７】
　好ましくは、一部の実施例において、充電対象機器と双方向通信を行い、第２充電モー
ド下の第２アダプターの出力を制御するプロセスは、充電対象機器と双方向通信を行い、
第２充電モード下の第２アダプターが出力する充電対象機器を充電するための充電電圧を
決定するステップと、第２アダプターの出力電圧に対して調整を行い、第２アダプターの
出力電圧と、第２充電モード下の第２アダプターが出力する充電対象機器を充電するため
の充電電圧とを等しくするステップとを含むことができる。
【０１９８】
　好ましくは、一部の実施例において、充電対象機器と双方向通信を行い、第２充電モー
ド下の第２アダプターが出力する充電対象機器を充電するための充電電圧を決定するステ
ップは、充電対象機器に第２アダプターの出力電圧が充電対象機器の電池の現在電圧とマ
ッチングするかどうかを問い合わせるための第２命令を送信するステップと、充電対象機
器から送信される第２アダプターの出力電圧が電池のとマッチングし、やや高い又はやや
低いことを示すための前記第２命令の返信命令を受信するステップとを含むことができる
。
【０１９９】
　好ましくは、一部の実施例において、充電対象機器と双方向通信を行い、第２充電モー
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ド下の第２アダプターの出力を制御するプロセスは、充電対象機器と双方向通信を行い、
第２充電モード下の第２アダプターが出力する充電対象機器を充電するための充電電流を
決定するステップと、第１脈動波形の電流のピーク値に対して調整を行い、第１脈動波形
の電流のピーク値と、第２充電モード下の第２アダプターが出力する充電対象機器を充電
するための充電電流とを等しくするステップとを含むことができる。
【０２００】
　好ましくは、一部の実施例において、充電対象機器と双方向通信を行い、第２充電モー
ド下の第２アダプターが出力する充電対象機器を充電するための充電電流を決定するステ
ップは、充電対象機器に充電対象機器の現在サポートできる最大充電電流を問い合わせる
ための第３命令を送信するステップと、充電対象機器から送信される充電対象機器の現在
サポートできる最大充電電流を示すための第３命令の返信命令を受信するステップと、充
電対象機器の現在サポートできる最大充電電流に応じて、第２充電モード下の第２アダプ
ターが出力する充電対象機器を充電するための充電電流を決定するステップとを含むこと
ができる。
【０２０１】
　好ましくは、一部の実施例において、充電対象機器と双方向通信を行い、第２充電モー
ド下の第２アダプターの出力を制御するプロセスは、第２充電モードを使用して充電する
プロセスにおいて、充電対象機器と双方向通信を行い、第１脈動波形の電流のピーク値を
調整するステップを含むことができる。
【０２０２】
　好ましくは、一部の実施例において、充電対象機器と双方向通信を行い、第１脈動波形
の電流のピーク値を調整するステップは、充電対象機器に充電対象機器の電池の現在電圧
を問い合わせるための第４命令を送信するステップと、第２アダプターから送信される電
池の現在電圧を示すための第４命令の返信命令を受信するステップと、電池の現在電圧に
応じて、第１脈動波形の電流のピーク値を調整するステップとを含むことができる。
【０２０３】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、充電インターフェースを備え
る。第２アダプターは、充電インターフェースにおけるデータ線を介して充電対象機器と
双方向通信する。
【０２０４】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、第１充電モード及び第２充電
モードを有する。第１充電モードが定電圧モードである。第２充電モードが定電流モード
である。第１脈動波形の電流が第２アダプターの第２充電モード下の出力電流である。第
２アダプターは、制御ユニットを備える。電力変換ユニットは、２次フィルタユニットを
備える。制御ユニットが２次フィルタユニットに接続される。図２３の方法は、第１充電
モードにおいて、２次フィルタユニットを制御して作動させ、第２アダプターの出力電圧
の電圧値を一定にするステップと、第２充電モードにおいて、２次フィルタユニットを制
御して作動を停止させ、第２アダプターの出力電流を第１脈動波形の電流とするステップ
とをさらに含むことができる。
【０２０５】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、第１脈動波形の電流を直接に
充電対象機器の電池の両端に印加して、電池を直接充電する。
【０２０６】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、移動端末を充電するための第
２アダプターである。
【０２０７】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、充電プロセスに対して制御を
行うための制御ユニットを備え、制御ユニットがＭＣＵである。
【０２０８】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、充電インターフェースを備え
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、充電インターフェースがＵＳＢインターフェースである。
【０２０９】
　なお、本文における「第１アダプター」及び「第２アダプター」は、ただ、説明を便利
にするためのものであって、本発明の実施例のアダプターの具体的なタイプについて限定
するためのものでない。
【０２１０】
　本文に開示されている実施例に説明された各例示のユニット及び算出法のステップを組
み合わせすれば、電子ハードウェア、又はコンピュータ・ソフトウェアと電子ハードウェ
アの組み合わせにより実現されると、当業者に意識される。これらの機能はハードウェア
で実行するかソフトウェアで実行するかは、明細書の特定の応用及び設計制限条件次第で
ある。プロの技術者は、それぞれの特定の応用に対して、異なる方法で、説明された機能
を実現させるが、この実現は本発明の範囲を超えると思うべきではない。
【０２１１】
　説明上の便利と簡潔で、上記説明されたシステム、装置及びユニットの具体的な作業プ
ロセスは、前述の方法実施例における対応するプロセスを参照することができるため、こ
こで説明を省略する。これは当業者に明白に理解されるべきである。
【０２１２】
　本出願において提供されたいくつかの実施例において、記載されたシステム、装置と方
法は、他の方式で実現することができる、と理解されるべきである。例えば、以上に説明
された装置の実施例はただ概略的であり、例えば、ユニットの区分は、ただロジック機能
の区分であり、実際に実現される時には、他の区分方式で区分することができ、例えば、
復数のユニット又はモジュールが組み合わせ又は他のシステムに集められることができ、
又は一部の特徴が無視されたり、実行しなかったりする。また、表示又は検討された相互
の間の結合や直接に結合、又は通信接続は一部のインターフェースや、装置又はユニット
を通す間接結合又は通信接続であってもよい、電気や機械又は他の形の接続も可能である
。
【０２１３】
　分離部品として説明されたユニットは物理的、又は物理的でない分離は可能で、ユニッ
トで表示された部品としては物理ユニットであってもよいが物理ユニットではなくてもよ
い。即ち、一つの場所に位置してもよいが、復数のネットユニットに分布されることもで
きる。実際の需要に応じその中の一部又は全部ユニットを選択して本実施例の提案の目的
を実現することができる。
【０２１４】
　また、本発明の各実施例においての各機能ユニットは、一つの処理ユニットに集められ
てもよいが、各ユニットが独立な物理存在であっても良く、二つ以上のユニットが一つの
ユニットに集めてもよい。
【０２１５】
　機能はソフトウェア機能ユニットの形で実現され独立な商品として販売又は使用される
際、一つのコンピュータ読取可能媒体中に記憶されることはできる。このような理解に基
づいて、本発明の明細書は本質上、又は従来技術に貢献する部分又は明細書の一部がソフ
トウェア商品の形式で実現することができ、当該コンピュータ・ソフトウェア商品が一つ
の記憶媒体に記憶され、若干の命令を含むことで一台のコンピュータ装置（パーソナル・
コンピュータや、サーバー、又はネット装置等）に本発明の各実施例の方法の少なくとも
一部のステップを実行させる。前記の記憶媒体は、Ｕディスクと、リムーバブルハードデ
ィスクと、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ，Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）と、ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ，Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）と、ディス
クまたはＣＤ等様々なプログラムコードを記憶できる媒体を含む。
【０２１６】
　以上は、ただ本発明の実施形態であるが、本発明の保護範囲はこれを限定するものでは
なく、当分野に詳しい当業者であれば、本発明に記載された技術範囲内で、誰でも容易に
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