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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電池と、
　前記電池を充電する充電制御手段と、
　上下逆向きに接続可能なレセプタクルと、
　前記レセプタクルに接続される外部機器に応じて、前記外部機器と前記充電制御手段と
の経路を切り替える切替手段と、
　を含む通信機器と、
　前記レセプタクルにプラグを介して接続された場合に前記通信機器の機能を拡張する前
記プラグを有するクレードルと
を含み、
　前記切替手段は、
　　接続された前記外部機器を、前記クレードルと判定した場合、前記クレードルが前記
レセプタクルに一方の向きのみに限定して接続されることによって、前記クレードルが有
する前記プラグの空いた第１の端子に割り当てられた、規格上割り当てられる信号の信号
線とは別の信号の信号線を、前記充電制御手段に接続し、
　　接続された前記外部機器を、前記クレードル以外のその他の機器と判定した場合、前
記その他の機器が前記レセプタクルに何れかの向きに接続された場合に、前記その他の機
器が有する前記プラグの前記第１の端子に前記規格上割り当てられた第１の信号の信号線
および前記第１の端子に対向する第２の端子に前記規格上割り当てられた第２の信号の信
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号線を、前記充電制御手段に接続する
通信機器の制御システム。
【請求項２】
　前記上下逆向きに接続可能なプラグを一方の向きのみに限定して接続する場合は、前記
通信機器が、前記割り当てられた別の信号によって前記通信機器の仕様を検出して通信す
るときである請求項１に記載の通信機器の制御システム。
【請求項３】
　前記別の信号は、前記電池を充電する充電規格検出用の通信に用いられる請求項１また
は２に記載の通信機器の制御システム。
【請求項４】
　前記別の信号は、前記通信機器がＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ＿Ｓｅｒｉａｌ＿Ｂｕｓ
）のＨｏｓｔとして接続処理を行うための信号である請求項１に記載の通信機器の制御シ
ステム。
【請求項５】
　前記レセプタクルおよび前記プラグは、ＵＳＢタイプＣのコネクタである請求項１から
４のいずれか１項に記載の通信機器の制御システム。
【請求項６】
　電池と、前記電池を充電する充電制御手段と、上下逆向きに接続可能なレセプタクルと
、前記レセプタクルに接続される外部機器に応じて、前記外部機器と前記充電制御手段と
の経路を切り替える切替手段と、を含む通信機器と、前記レセプタクルにプラグを介して
接続された場合に前記通信機器の機能を拡張する前記プラグを有するクレードルとを含む
通信機器の制御方法において、
　接続された前記外部機器を、前記クレードルと判定した場合、前記クレードルが前記レ
セプタクルに一方の向きのみに限定して接続されることによって、前記クレードルが有す
る前記プラグの空いた第１の端子に割り当てられた、規格上割り当てられる信号の信号線
とは別の信号の信号線を、前記充電制御手段に接続し、
　接続された前記外部機器を、前記クレードル以外のその他の機器と判定した場合、前記
その他の機器が前記レセプタクルに何れかの向きに接続された場合に、前記その他の機器
が有する前記プラグの前記第１の端子に前記規格上割り当てられた第１の信号の信号線お
よび前記第１の端子に対向する第２の端子に前記規格上割り当てられた第２の信号の信号
線を、前記充電制御手段に接続する
通信機器の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信機器の制御システム及び方法に関し、特に、通信機器の電源の制御シス
テム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、通信機器であるモバイルルータの外部インターフェースは、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅ
ｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）のみになり、拡張機器であるクレードルとの接続にお
いても、専用のクレードルコネクタを用意するわけではなく、ＵＳＢポートで接続する方
法をとる場合がある。さらに、ＵＳＢポートの充電仕様においても、Ｑ．Ｃ（Ｑｕｉｃｋ
　Ｃｈａｒｇｅ）２．０やＵＳＢ　Ｂａｔｔｅｒｙ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ　Ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｖｉｓｉｏｎ　１．２（ＢＣ　１．２）など複数の充電仕様があり、
充電制御仕様も複雑になってきている。
【０００３】
　ＵＳＢポートを使用して、モバイルルータとクレードルを接続することを考慮した場合
、ＵＳＢ　Ｄａｔａ通信線（Ｄ＋／Ｄ－）は、ＵＳＢポートの向きが固定されるため、１
セットしか構成できない。したがって、クレードル内に、ＵＳＢで通信をするデバイスを
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搭載し、クレードルに通信機能を持たせる場合、ＵＳＢ　Ｄａｔａ通信線（Ｄ＋／Ｄ－）
はこの通信機能のために利用する。そのため、クレードルに接続されるモバイルルータの
ＡＣアダプタの充電仕様を検出するためにＵＳＢ　Ｄａｔａ通信線（Ｄ＋／Ｄ－）を使う
ことができなくなる。これを解決するためにクレードル内に充電仕様を検出するデバイス
を搭載することがある。
【０００４】
　また、クレードルで検出した充電仕様の情報は上述のＵＳＢで通信するデバイス経由で
モバイルルータに通知するため、経由する分制御が複雑になる場合もあった。
【０００５】
　このような通信機器間の通信を行う技術として、特許文献１には、無線ＬＡＮ機能を備
え、無線ＬＡＮ設定情報を保持するデバイスの自端末との接続状態を検出する接続検出手
段と、自装置の無線ＬＡＮ機能の状態を検出する無線ＬＡＮ状態検出手段と、接続検出手
段により検出されたデバイスの接続状態及び無線ＬＡＮ状態検出手段により検出された自
装置の無線ＬＡＮ機能の状態に基づいて、自装置の無線ＬＡＮ設定を行う無線ＬＡＮ設定
手段を有する装置の技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－２１７１６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載の技術では、それぞれの装置で接続状態を検出しているが、新たな接
続経路を作り出してはいないという課題があった。
【０００８】
　本発明の目的は、上述した課題を解決し、通信機器であるモバイルルータとクレードル
を接続する際に、接続経路を増やしてクレードルに内に充電仕様を検出するデバイスを搭
載する必要をなくすことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上記課題を解決するために、電池を搭載する通信機器と通信機器の機能を拡
張するクレードルとを備える通信機器制御システムにおいて、通信機器とクレードルが、
上下逆接続可能なコネクタを一方のみに限定して接続し、通信機器とクレードルとの間の
コネクタの空いた箇所に規格上割り当てられた信号とは別の信号を割り当てることを特徴
としている。　また、本発明は、上記課題を解決するために、電池を搭載する通信機器と
通信機器の機能を拡張するクレードルとを備える通信機器の制御方法において、通信機器
とクレードルが、上下逆接続可能なコネクタを一方のみに限定して接続し、通信機器とク
レードルとの間のコネクタの空いた箇所に規格上割り当てられた信号とは別の信号を割り
当てるステップを有することを特徴としている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、通信機器であるモバイルルータとクレードルを接続する際に、クレー
ドルに内に充電仕様を検出するデバイスを搭載する必要がなくなる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施形態におけるモバイルルータとクレードルの外観図である。
【図２】本発明の第１の実施形態におけるクレードル側に搭載するＵＳＢ　ｔｙｐｅ－Ｃ
　Ｐｌｕｇの端子配列を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施形態におけるモバイルルータ側に搭載するＵＳＢ　Ｔｙｐｅ
－Ｃ　Ｒｅｃｅｐｔａｃｌｅの端子配列を示す図である。
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【図４】本発明の第１の実施形態におけるＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－ＣコネクタのＰｌｕｇとＲ
ｅｃｅｐｔａｃｌｅが接続したときのＵＳＢ通信線（Ｄ＋／Ｄ－）の接続イメージを順方
向、逆方向の場合について示す図である。
【図５】本発明の第１の実施形態におけるモバイルルータとクレードルの内部の構成を示
すブロック図である。
【図６】本発明の第２の実施形態におけるモバイルルータとクレードルの内部の構成を示
すブロック図である。
【図７】本発明の第１の実施形態におけるモバイルルータとクレードルの動作を示すフロ
ーチャートである。
【図８】本発明の第２の実施形態におけるモバイルルータとクレードルの動作を示すフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１３】
　（第１の実施形態）
　図１～図５を用いて、本発明の第１の実施形態の構成について説明する。
【００１４】
　図１は、本発明の第１の実施形態の通信機器としてのモバイルルータと拡張機器のクレ
ードルの外観図である。
【００１５】
　図１に示すように、モバイルルータ３００は、ＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－Ｃ　Ｒｅｃｅｐｔａ
ｃｌｅ　（ＵＳＢコネクタ３１０）を搭載している。クレードル４００は、ＵＳＢ　Ｔｙ
ｐｅ－Ｃ　Ｐｌｕｇ　（ＵＳＢコネクタ４１０）を搭載している。クレードル４００は、
モバイルルータ３００を一方向からのみ、接続可能な構成となっている。クレードル４０
０は、モバイルルータ３００を有線でインターネットに接続する等の拡張機能を有してい
る。
【００１６】
　図２は、クレードル側に搭載するＵＳＢ　ｔｙｐｅ－Ｃ　Ｐｌｕｇの端子配列を示す。
ＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－Ｃ　Ｐｌｕｇの規格としては、端子番号のＡ６／Ａ７にはＤａｔａ線
（Ｄ＋／Ｄ－）が割り当てられ、端子番号のＢ６／Ｂ７が空き端子となっている。しかし
本実施形態ではこの空き端子Ｂ６／Ｂ７に、端子Ａ６／Ａ７とは別の通信線（Ｅ＋／Ｅ－
）、具体的には、充電池３０５を充電する充電仕様検出用の通信に用いる信号を割り当て
る。ＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－Ｃ　Ｐｌｕｇの端子Ａ６／Ａ７と端子Ｂ６／Ｂ７には、通常は同
じＤａｔａ線（Ｄ＋／Ｄ－）を割り当てるため上下を逆にしても接続できるという利点が
あるが、本実施形態では、充電仕様検出時にはその利点を犠牲にして別々の信号を割り当
てる。その結果新たな接続状態が作られ、クレードル４００に充電仕様を検出するデバイ
スを搭載する必要がなくなる。なお、充電仕様の検出は後で説明するように、モバイルル
ータ３００側の充電制御部３０４で行うようにする。
【００１７】
　図３は、モバイルルータ側に搭載するＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－Ｃ　Ｒｅｃｅｐｔａｃｌｅの
端子配列を示す。モバイルルータ側のコネクタは、ＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－ＣのＵＳＢケーブ
ルを使用して、パソコンや、ＡＣアダプタと接続されるため、ＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－Ｃ　Ｒ
ｅｃｅｐｔａｃｌｅの仕様に準拠する。
【００１８】
　図４は、ＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－ＣコネクタのＰｌｕｇとＲｅｃｅｐｔａｃｌｅが接続した
ときのＵＳＢ通信線（Ｄ＋／Ｄ－）の接続イメージを順方向、逆方向の二つの場合を示す
。Ｒｅｃｅｐｔａｃｌｅ側は、Ｐｌｕｇ側が、どちら向きに接続されてもよいように構成
されている。
【００１９】
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　図５に、図１で示したモバイルルータ３００とクレードル４００の内部の構成を示す。
【００２０】
　モバイルルータ３００は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）３０１、通信制御部３０２、操作／表示部３０３、充電制御部３０４、充電池３０５、
切替回路３０６、ＵＳＢコネクタ３１０で構成される。
【００２１】
　ＣＰＵ３０１は、モバイルルータ３００の主な制御を行い、クレードル４００の接続を
検出して、切替回路３０６に命令をする。通信制御部３０２は、ＬＴＥ／３Ｇ／Ｗｉｆｉ
（登録商標）等の通信を行う制御部を行う。通信制御部３０２は本実施形態と直接関係し
ないので、説明は割愛する。
【００２２】
　操作／表示部３０３は、モバイルルータ３００の表示、電源ＯＮ／ＯＦＦの制御を行う
。
【００２３】
　充電制御部３０４は、ＵＳＢコネクタ３１０に接続されたＡＣアダプタやパソコンの電
源仕様（Ｑ．Ｃ　２．０やＢＣ　１．２等）の検出を行い、充電池３０５への充電の制御
、ＡＣアダプタやパソコンからの充電仕様の調停を行う。ＵＳＢは、バスなので、同じ経
路で複数の機器を制御するため、どれを優先させるか選択する必要がある。本実施形態で
はこれを調停という。
【００２４】
　充電池３０５は、リチウムイオン電池等の二次電池である。
【００２５】
　切替回路３０６は、ＣＰＵ３０１の命令により、“１：Ａ⇔Ｃ”と“０：Ａ⇔Ｂ”の切
り替えを行う。
【００２６】
　本実施形態のＵＳＢコネクタ３１０は、図２に示すＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－Ｃ　Ｒｅｃｅｐ
ｔａｃｌｅのコネクタである。
【００２７】
　クレードル４００は、ＵＳＢ　Ｅｔｈｅｒ　Ｂｒｉｄｇｅ４０１、ＲＪ４５＿ＣＮ４３
０、ＵＳＢコネクタ４１０、ＵＳＢコネクタ４２０で構成される。
【００２８】
　ＵＳＢ　Ｅｔｈｅｒ　Ｂｒｉｄｇｅ４０１は、モバイルルータ３００と接続して、ＵＳ
Ｂ通信をＥｔｈｅｒ通信に変換する制御を行う。ＲＪ４５＿ＣＮ４３０は、Ｅｔｈｅｒｎ
ｅｔ（登録商標）ケーブルを接続するコネクタである。
【００２９】
　ＵＳＢコネクタ４１０は、モバイルルータ３００と接続するためのＵＳＢ　Ｐｌｕｇで
、図１に示すＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－Ｃ　Ｐｌｕｇコネクタの空き端子に、クレードルのＵＳ
Ｂコネクタ４２０のＤ＋／Ｄ－を接続したコネクタである。
【００３０】
　ＵＳＢコネクタ４２０は、クレードルにＡＣアダプタ、パソコンを接続するためのコネ
クタで、ＵＳＢの規格に準拠したコネクタである。
【００３１】
　図７を用いて、本発明の第１の実施形態の動作を説明する。図７は、本発明の第１の実
施形態の動作を説明するためのフローチャートである。
【００３２】
　ＣＰＵ３０１が、モバイルルータ４００のＵＳＢコネクタ３１０にデバイスが接続され
たことを検出する（Ｓ１００）。ＣＰＵ３０１は、接続されたデバイスが、クレードル４
００か、クレードル４００以外かを判定する（Ｓ１０１）。
【００３３】
　判定結果が、クレードル４００の場合（Ｓ１０１のＹｅｓ）、ＣＰＵ３０１は、切替回
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路３０６を”１：Ａ⇔Ｃ”に設定する（Ｓ１０２）。
【００３４】
　これにより、クレードル４００のＵＳＢコネクタ４２０に接続されたＡＣアダプタ等か
らの充電仕様の調停を行うＤ＋／Ｄ－のラインは、モバイルルータ３００内の充電制御部
３０４と接続される。また、クレードル４００内のＵＳＢ　Ｅｔｈｅｒ　Ｂｒｉｄｇｅ４
０１も、ＵＳＢコネクタ４１０が接続されていることにより、ＣＰＵ３０１と接続される
。
【００３５】
　ＣＰＵ３０１は、クレードル４００を検出すると、ＵＳＢ＿Ｈｏｓｔとして充電池３０
５との接続処理を行う（Ｓ１０３）。そして、ＣＰＵ３０１とＵＳＢ　Ｅｔｈｅｒ　Ｂｒ
ｉｄｇｅ４０１も接続を確立し（Ｓ１０４）、ＲＪ４５＿ＣＮ４３０を介してＥｔｈｅｒ
ｎｅｔ通信が可能になる（Ｓ１０５）。
【００３６】
　モバイルルータ３００側の充電制御部３０４は、ＵＳＢコネクタ４２０を経由して接続
されたデバイスを判定し、充電仕様を確定させ、充電池３０５を充電する（Ｓ１０６）。
この時、クレードル４００内で、充電仕様を確定させる必要はないので、クレードル４０
０内には、充電仕様を検出するデバイスを搭載する必要はない。
【００３７】
　判定結果が、クレードル４００以外の場合（Ｓ１０１のＮｏ）、ＣＰＵ３０１は、切替
回路３０６を”０：Ａ⇔Ｂ”に設定する（Ｓ１０７）。これにより、ＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－
Ｃ　Ｒｅｃｅｐｔａｃｌｅの接続仕様となる。
【００３８】
　すなわち、充電制御部３０４は、ＵＳＢコネクタ３１０に接続されたデバイスを判定し
、充電仕様を確定させ、充電池３０５を充電する（Ｓ１０８）。そして、ＣＰＵ３０１は
、ＵＳＢコネクタ３１０の接続先が、パソコンと判断すると（Ｓ１０９のＹｅｓ）、ＣＰ
Ｕ３０１は、ＵＳＢ＿Ｄｅｖｉｃｅとして接続処理を行う（Ｓ１１０）。
【００３９】
　ここで、ＵＳＢ＿Ｈｏｓｔは、ＵＳＢ機器を制御する側であり、ＵＳＢ＿Ｄｅｖｉｃｅ
は、ＵＳＢ機器として制御される側である。パソコンは、制御する側なのでモバイルルー
タ３００は、パソコンに対しては、ＵＳＢ＿Ｄｅｖｉｃｅとして制御される側となる。
【００４０】
　以上のように、本実施形態では、通信機器であるモバイルルータとクレードルを接続す
る際に、上下逆にしても接続可能な仕様のコネクタを、充電仕様検出時は一方のみ接続可
能な状態にしている。これにより接続経路が増え、その結果クレードル内に充電仕様を検
出するデバイスを搭載する必要がなくなる。
【００４１】
　（第２の実施形態）
　図６を用いて本発明の第２の実施形態の構成について説明する。図６は、本実施形態の
構成を示す図である。
【００４２】
　図６において、クレードル７００のＵＳＢコネクタ７１０に接続される２セットのＵＳ
Ｂの通信信号（Ｄ＋／Ｄ－）を第１の実施形態（図５）とはＡ側／Ｂ側を逆にする。（Ａ
側：ＵＳＢコネクタ７２０／Ｂ側：ＵＳＢ　Ｅｔｈｅｒ　Ｂｒｉｇｄｅ７０１を接続する
。）
　モバイルルータ６００は、ＣＰＵ６０１、通信制御部６０２、操作／表示部６０３、充
電制御部６０４、充電池６０５、切替回路６０６、ＵＳＢコネクタ６１０で構成される。
【００４３】
　ＣＰＵ６０１は、モバイルルータ６００の主な制御を行い、クレードル７００の接続を
検出して、切替回路６０６に命令をする。ＣＰＵ６０１は、ＵＳＢポートを２ポート準備
し、Ｄｅｖｉｃｅ＿ＰｏｒｔとＨｏｓｔ＿Ｐｏｒｔとする。ＣＰＵ６０１のＤｅｖｉｃｅ
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＿Ｐｏｒｔは、充電制御部６０４と、切替回路６０６とＵＳＢコネクタ６１０のＡ側に接
続されている。ＣＰＵ６０１のＨｏｓｔ＿Ｐｏｒｔは、切替回路６０６に接続され、切替
回路６０６は、ＵＳＢコネクタ６１０のＢ側に接続されている。
【００４４】
　通信制御部６０２は、ＬＴＥ／３Ｇ／Ｗｉｆｉ等の通信を行う制御部を行う。
【００４５】
　操作／表示部６０３は、モバイルルータ６００の表示、電源ＯＮ／ＯＦＦの制御を行う
。
【００４６】
　充電制御部６０４は、ＵＳＢコネクタ６１０に接続されたＡＣアダプタやパソコンの電
源仕様（Ｑ．Ｃ　２．０やＢＣ　１．２等）の検出を行い、充電池６０５への充電の制御
、ＡＣアダプタやパソコンからの充電仕様の調停を行う。充電池６０５は、リチウムイオ
ン電池等の二次電池である。
【００４７】
　切替回路６０６は、ＣＰＵ６０１の命令により、“１：Ａ⇔Ｃ”と“０：Ａ⇔Ｂ”の切
り替えを行う。
【００４８】
　ＵＳＢコネクタ６１０は、図２に示すＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－Ｃ　Ｒｅｃｅｐｔａｃｌｅの
コネクタである。
【００４９】
　クレードル７００は、ＵＳＢ　Ｅｔｈｅｒ　Ｂｒｉｄｇｅ７０１、ＲＪ４５＿ＣＮ７３
０、ＵＳＢコネクタ７１０、ＵＳＢコネクタ７２０で構成される。
【００５０】
　ＵＳＢ　Ｅｔｈｅｒ　Ｂｒｉｄｇｅ７０１は、モバイルルータ６００と接続して、ＵＳ
Ｂ通信をＥｔｈｅｒ通信に変換する制御を行う。ＲＪ４５＿ＣＮ７３０は、Ｅｔｈｅｒｎ
ｅｔケーブルを接続するコネクタである。
【００５１】
　ＵＳＢコネクタ７１０のＢ側は、ＵＳＢ　Ｅｔｈｅｒ　Ｂｒｉｄｇｅ７０１を経由して
ＲＪ４５＿ＣＮ７３０と接続されている。ＵＳＢコネクタ７１０のＡ側は、ＵＳＢコネク
タ７２０に接続されている。第１の実施形態（図５）とはＡ側／Ｂ側を逆にしているので
、Ａ側が、充電仕様の調停を行うＤ＋／Ｄ－のラインとなり、Ｂ側に、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ
ケーブルを接続することになる。
【００５２】
　次に、図８をもとに本発明の第２の実施形態の動作を説明する。図８は、本発明の第２
の実施形態の動作を説明するためのフローチャートである。
【００５３】
　Ｓ２００でＵＳＢコネクタ６１０の接続を検出する。
【００５４】
　ＣＰＵ６０１は、接続されたデバイスが、クレードル７００か、クレードル７００以外
かを判定する（Ｓ２０１）。Ｓ２００で検出された充電検出用信号は充電制御部６０４へ
送出される。Ｓ２０１の判断と並行して、充電制御部６０４は、以下で述べるＳ２０６の
処理を実行して充電仕様の調停を行い、充電を行う。これは、クレードル接続の判定（Ｓ
２０１）と同時に行われる。
【００５５】
　判定結果が、クレードル７００の場合（Ｓ２０１のＹｅｓ）、ＣＰＵ６０１は、切替回
路６０６を”１：Ａ⇔Ｃ”に設定する（Ｓ２０２）。
【００５６】
　モバイルルータ６００は、ＵＳＢ　ＯＴＧ（Ｏｎ－ｔｈｅ－Ｇｏ）規格に対応しており
、ＵＳＢ＿ＨｏｓｔとＵＳＢ＿Ｄｅｖｉｃｅの両方になりうる。
【００５７】
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　ＣＰＵ６０１は、クレードル７００を検出すると、ＵＳＢ＿Ｈｏｓｔとして接続処理を
行う（Ｓ２０３）。そして、ＣＰＵ６０１とＵＳＢ　Ｅｔｈｅｒ　Ｂｒｉｄｇｅ７０１も
接続を確立し（Ｓ２０４）、ＲＪ４５＿ＣＮ７３０を介してＥｔｈｅｒｎｅｔ通信が可能
になる（Ｓ２０５）。
【００５８】
　モバイルルータ６００側の充電制御部６０４は、ＵＳＢコネクタ７２０を経由して接続
されたデバイスを判定し、充電仕様を確定させ、充電池６０５を充電する（Ｓ２０６）。
【００５９】
　判定結果が、クレードル７００以外の場合（Ｓ２０１のＮｏ）、ＣＰＵ６０１は、切替
回路６０６を”０：Ａ⇔Ｂ”に設定する（Ｓ２０７）。これにより、ＵＳＢコネクタ　Ｔ
ｙｐｅ－Ｃ　Ｒｅｃｅｐｔａｃｌｅの接続仕様となる。
【００６０】
　充電制御部６０４は、ＵＳＢコネクタ６１０に接続されたデバイスを判定し、充電仕様
を確定させ、充電池６０５を充電する（Ｓ２０８）。そして、ＣＰＵ６０１は、ＵＳＢコ
ネクタ６１０の接続先が、パソコンと判断すると（Ｓ２０９のＹｅｓ）、ＣＰＵ６０１は
、ＵＳＢ＿Ｄｅｖｉｃｅとして接続処理を行う（Ｓ２１０）。また、ＵＳＢコネクタ６１
０の接続先が、パソコンではない、言い換えれば自分を制御する側の機器ではないと判断
すると（Ｓ２０９のＮｏ）、そのまま終了する。
【００６１】
　本実施形態では上下逆にしても接続可能な仕様のコネクタを、充電仕様の判定時には、
一方のみ接続可能な状態にする。それによってＵＳＢポートをＨｏｓｔとＤｅｖｉｃｅの
２ポートに分けて使用する。そのためＣＰＵ（６０１）のＵＳＢポートのＨｏｓｔ／Ｄｅ
ｖｉｃｅ切替処理（ＯＴＧ処理）は不要となり、効率化を図ることができる。また、クレ
ードル７００側にＵＳＢポートのＨｏｓｔ／Ｄｅｖｉｃｅ切替処理（ＯＴＧ処理）を行わ
せなくてもよいので、クレードル７００側にＣＰＵを載せる必要は無くなり、システムの
効率化を図ることができる。
【００６２】
　以上により、通信機器であるモバイルルータとクレードルを接続する際に、上下逆にし
ても接続可能な仕様のコネクタを一方のみ接続可能な状態にすることにより、接続経路を
増やして、効率化を行うなど、新たな接続状態を利用することが可能となる。
【００６３】
　尚、本願発明は、上述の実施の形態に限定されるものではなく、本願発明の要旨を逸脱
しない範囲で種々変更、変形することが出来る。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　本発明は、ＵＳＢポートを使用して、モバイルルータとクレードルを接続する場合に利
用可能である。
【符号の説明】
【００６５】
　３００　　モバイルルータ
　３０１　　ＣＰＵ
　３０２　　通信制御部
　３０３　　操作／表示部
　３０４　　充電制御部
　３０５　　充電池
　３０６　　切替回路
　３１０　　ＵＳＢコネクタ
　４００　　クレードル
　４０１　　ＵＳＢ　Ｅｔｈｅｒ　Ｂｒｉｄｇｅ
　４１０　　ＵＳＢコネクタ
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　４２０　　ＵＳＢコネクタ
　４３０　　ＲＪ４５＿ＣＮ
　６００　　モバイルルータ
　６０１　　ＣＰＵ
　６０２　　通信制御部
　６０３　　操作／表示部
　６０４　　充電制御部
　６０５　　充電池
　６０６　　切替回路
　６１０　　ＵＳＢコネクタ
　７００　　クレードル
　７０１　　ＵＳＢ　Ｅｔｈｅｒ　Ｂｒｉｄｇｅ
　７１０　　ＵＳＢコネクタ
　７２０　　ＵＳＢコネクタ
　７３０　　ＲＪ４５＿ＣＮ

【図１】 【図２】
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