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(57)【要約】
【課題】携帯式バッテリ装置でＵＳＢ通信を可能にする
。
【解決手段】携帯式バッテリ装置（２）は、電子機器（
１）と接続可能な第１ＵＳＢ端子（２１）と、ＵＳＢデ
バイス（４）と接続可能な第２ＵＳＢ端子（２２）とを
含む。さらに上記携帯式バッテリ装置（２）は、ＵＳＢ
切替えスイッチ（２５Ａ，２５Ｂ）と、上記ＵＳＢ切替
えスイッチの信号経路切替え動作を制御可能な制御部（
２３）とを含む。上記制御部は、ＵＳＢ切替えスイッチ
を制御して、上記制御部と上記第２ＵＳＢ端子との間の
信号パス（Ｂ）、上記制御部と上記第１ＵＳＢ端子との
間の信号パス（Ａ）、上記第１ＵＳＢ端子と上記第２Ｕ
ＳＢ端子との間の信号パス（Ｃ）を形成する。上記信号
パスが形成されることで、携帯式バッテリ装置でＵＳＢ
通信が可能になる。
【選択図】図１



(2) JP 2014-48880 A 2014.3.17

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＵＳＢホスト機能を有する電子機器と接続可能な第１ＵＳＢ端子と、
　ＵＳＢインタフェースを有するＵＳＢデバイスと接続可能な第２ＵＳＢ端子と、
　上記第１ＵＳＢ端子に接続された上記電子機器からの電源供給によって充電され、その
充電による蓄積電荷を、上記第２ＵＳＢ端子を介して上記ＵＳＢデバイスに供給可能な二
次電池と、
　ＵＳＢにおける信号経路の切替えを行うＵＳＢ切替えスイッチと、
　上記ＵＳＢ切替えスイッチの信号経路切替え動作を制御可能な制御部と、を含み、
　上記制御部は、上記第１ＵＳＢ端子が未接続の状態で、上記第２ＵＳＢ端子に上記ＵＳ
Ｂデバイスが接続された場合には、上記ＵＳＢ切替えスイッチを介して、上記制御部と上
記第２ＵＳＢ端子との間の信号パスを形成し、
　上記制御部は、上記第２ＵＳＢ端子が未接続の状態で、上記第１ＵＳＢ端子に上記電子
機器が接続された場合には、上記ＵＳＢ切替えスイッチを介して、上記制御部と上記第１
ＵＳＢ端子との間の信号パスを形成し、
　上記制御部は、上記第２ＵＳＢ端子に上記ＵＳＢデバイスが接続された状態で、上記第
１ＵＳＢ端子に上記電子機器が接続された場合には、上記ＵＳＢ切替えスイッチを介して
、上記第１ＵＳＢ端子と上記第２ＵＳＢ端子との間の信号パスを形成し、
　上記制御部は、上記第１ＵＳＢ端子に上記電子機器が接続された状態で、上記第２ＵＳ
Ｂ端子に上記ＵＳＢデバイスが接続された場合には、上記ＵＳＢ切替えスイッチを介して
、上記第１ＵＳＢ端と上記第２ＵＳＢ端子との間の信号パスを形成する、携帯式バッテリ
装置。
【請求項２】
　上記携帯式バッテリ装置は、上記第２ＵＳＢ端子を介して上記ＵＳＢデバイスに流れる
電流を検出する電流検出ブロックを含み、
　上記制御部は、上記電流検出ブロックでの電流検出結果に基づいて、上記第２ＵＳＢ端
子と上記ＵＳＢデバイスとの接続状態を認識する、請求項１記載の携帯式バッテリ装置。
【請求項３】
　上記制御部は、上記第１ＵＳＢ端子を介して上記電子機器との間で行われる通信によっ
て、上記電子機器から上記第１ＵＳＢ端子を介して供給可能な電流の最大値を把握し、上
記第２ＵＳＢ端子を介して上記ＵＳＢデバイスとの間で行われる通信によって、上記ＵＳ
Ｂデバイスからの電流の要求値を把握し、上記電流の最大値及び上記電流の要求値に基づ
いて、上記二次電池の充電電流値と、上記ＵＳＢデバイスに供給する電流値とを制御する
、請求項２記載の携帯式バッテリ装置。
【請求項４】
　上記携帯式バッテリ装置は、第１ポジションと第２ポジションとを選択的に形成可能な
ポジション切替えスイッチを備え、
　上記第１ポジションは、上記ＵＳＢ切替えスイッチの状態を、上記第１ＵＳＢ端子及び
上記第２ＵＳＢ端子の接続状態にかかわらず、上記制御部と上記第１ＵＳＢ端子との間の
信号パスを形成する状態に固定するモードとされ、
　上記第２ポジションは、上記ＵＳＢ切替えスイッチの状態を、上記第１ＵＳＢ端子及び
上記第２ＵＳＢ端子の接続状態にかかわらず、上記制御部と上記第２ＵＳＢ端子との間の
信号パスを形成する状態に固定するモードとされる、請求項３記載の携帯式バッテリ装置
。
【請求項５】
　上記制御部は、ＵＳＢインタフェース機能を含んで一つの半導体基板に形成されたマイ
クロコンピュータとされる、請求項４記載の携帯式バッテリ装置。
【請求項６】
　上記制御部は、マイクロコンピュータと、
　上記マイクロコンピュータの制御下で、上記第１ＵＳＢ端子を介して上記電子機器との
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間で行われる通信によって、上記電子機器から上記第１ＵＳＢ端子を介して供給可能な電
流の最大値を検出するための供給能力検出ブロックと、
　上記マイクロコンピュータの制御下で、上記第２ＵＳＢ端子を介して上記ＵＳＢデバイ
スとの間で行われる通信によって、上記ＵＳＢデバイスからの電流の要求値を検出するた
めの消費電流検出ブロックと、を含み、上記マイクロコンピュータと、供給能力検出ブロ
ックと、上記消費電流検出ブロックとは互いに異なる半導体チップによって形成される、
請求項４記載の携帯式バッテリ装置。
【請求項７】
　ＵＳＢホスト機能を有する電子機器と接続可能な第１ＵＳＢ端子と、
　ＵＳＢインタフェースを有するＵＳＢデバイスと接続可能な第２ＵＳＢ端子と、
　上記第１ＵＳＢ端子に接続された上記電子機器からの電源供給によって充電され、その
充電による蓄積電荷を、上記第２ＵＳＢ端子を介して上記ＵＳＢデバイスに供給可能な二
次電池と、
　ＵＳＢにおける信号経路の切替えを行うＵＳＢ切替えスイッチと、
　上記ＵＳＢ切替えスイッチの信号経路切替え動作を制御可能な制御部と、を含み、
　上記制御部は、上記第１ＵＳＢ端子を介して上記電子機器との間で行われる通信によっ
て、上記電子機器から上記第１ＵＳＢ端子を介して供給可能な電流の最大値を把握し、上
記第２ＵＳＢ端子を介して上記ＵＳＢデバイスとの間で行われる通信によって、上記ＵＳ
Ｂデバイスからの電流の要求値を把握し、上記電流の最大値及び上記電流の要求値に基づ
いて、上記二次電池の充電電流値と、上記ＵＳＢデバイスに供給する電流値とを制御する
、携帯式バッテリ装置。
【請求項８】
　ＵＳＢホスト機能を有する電子機器と接続可能な第１ＵＳＢ端子と、
　ＵＳＢインタフェースを有するＵＳＢデバイスと接続可能な第２ＵＳＢ端子と、
　上記第１ＵＳＢ端子に接続された上記電子機器からの電源供給によって充電され、その
充電による蓄積電荷を、上記第２ＵＳＢ端子を介して上記ＵＳＢデバイスに供給可能な二
次電池と、
　ＵＳＢにおける信号経路の切替えを行うＵＳＢ切替えスイッチと、
　上記ＵＳＢ切替えスイッチの信号経路切替え動作を制御可能な制御部と、
　上記第２ＵＳＢ端子に上記ＵＳＢデバイスが接続されていることを上記制御部に指示す
るための接続指示スイッチと、を含み、
　上記制御部は、上記第１ＵＳＢ端子が未接続の状態で、上記接続指示スイッチがオンさ
れている場合には、上記ＵＳＢ切替えスイッチを介して、上記制御部と上記第２ＵＳＢ端
子との間の信号パスを形成し、
　上記制御部は、上記接続指示スイッチがオフされている状態で、上記第１ＵＳＢ端子に
上記電子機器が接続された場合には、上記ＵＳＢ切替えスイッチを介して、上記制御部と
上記第１ＵＳＢ端子との間の信号パスを形成し、
　上記制御部は、上記接続指示スイッチがオンされている状態で、上記第１ＵＳＢ端子に
上記電子機器が接続された場合には、上記ＵＳＢ切替えスイッチを介して、上記第１ＵＳ
Ｂ端子と上記第２ＵＳＢ端子との間の信号パスを形成し、
　上記制御部は、上記第１ＵＳＢ端子に上記電子機器が接続された状態で、上記接続指示
スイッチがオンされている場合には、上記ＵＳＢ切替えスイッチを介して、上記第１ＵＳ
Ｂ端と上記第２ＵＳＢ端子との間の信号パスを形成する、携帯式バッテリ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は携帯式バッテリ装置に関し、特にユニバーサル・シリアル・バス（Universal 
Serial Bus；ＵＳＢ）対応の端子を有する携帯式バッテリ装置に好適に利用できるもので
ある。
【背景技術】
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【０００２】
　特許文献１には、携帯式電源が示される。この携帯式電源は、第１の区画と、第１の区
画上に配置された第２の区画と、第１の区画内に取外し可能に配置された電子デバイスと
、第２の区画内に配置された電源アセンブリと、第２の区画上に配置され、電源アセンブ
リの残余電力を表示するパワーインジケータを備える。さらにこの携帯式電源は、充電ソ
ケットと、コードを介して電子デバイスと接続すると共に電子デバイスに電力を供給する
電源ソケットと、コンピュータと電子デバイス間でデータをやりとりすべくケーブルを介
してコンピュータに接続するコンピュータポートとを備える。
【０００３】
　特許文献２には、バッテリバックアップ装置が示される。このバッテリバックアップ装
置は、第１コネクタと、第２コネクタと、第１コネクタによって外部から提供されたデー
タを第２コネクタに伝送するデータラインと、データラインと接続し、データを選択的に
保存する保存部、および第１コネクタによって外部から提供された第１電源電圧の入力を
受けて充電し、第２電源電圧を第２コネクタに出力する充電部を含む。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－３２３４８６号公報
【特許文献２】特開２００９－１２３１７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載されているような携帯式電源では、両方のコネクタが接続状態のとき
は、どちらかの機能を停止する必要がある。例えば、携帯式電源と携帯機器の両方を充電
したい場合には、携帯式電源と携帯機器の接続を手動で切断して、両方を個別的にパーソ
ナルコンピュータ（「パソコン」という）に接続する必要がある。そしてこの場合、パソ
コンの接続コネクタを二つ使用することとなり利便性が低い。また、接続コネクタはＵＳ
Ｂが一般的であるが、一般的な携帯式バッテリはＵＳＢ通信機能を持たないため、ＵＳＢ
における電源ライン（ＶＢＵＳ）の電流値においてＵＳＢ規格を遵守できないおそれがあ
る。
【０００６】
　特許文献２に記載のバッテリバックアップ装置では、ＵＳＢラインの切替えがハードウ
ェア的に成されておらず、単なるワイヤードオアによって三者間が接続されている。ＵＳ
Ｂ通信は、基本的に二者間で行う通信方式であり、単なるワイヤードオアで三者間を接続
した場合には、二者間の通信には必要の無い配線によって生ずる反射などの影響で信号が
劣化するおそれがある。
【０００７】
　その他の課題と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面から明らかになるであろう
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　課題を解決するための手段のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば下記の通りで
ある。
【０００９】
　すなわち、携帯式バッテリ装置は、ＵＳＢにおける信号経路の切替えを行うＵＳＢ切替
えスイッチと、ＵＳＢ切替えスイッチの信号経路切替え動作を制御可能な制御部とを含む
。上記制御部は、第１ＵＳＢ端子が未接続の状態で、第２ＵＳＢ端子にＵＳＢデバイスが
接続された場合には、ＵＳＢ切替えスイッチを介して、制御部と第２ＵＳＢ端子との間の
信号パスを形成する。上記制御部は、第２ＵＳＢ端子が未接続の状態で、第１ＵＳＢ端子
に電子機器が接続された場合には、ＵＳＢ切替えスイッチを介して、制御部と第１ＵＳＢ
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端子との間の信号パスを形成する。上記制御部は、第２ＵＳＢ端子にＵＳＢデバイスが接
続された状態で、第１ＵＳＢ端子に電子機器が接続された場合には、ＵＳＢ切替えスイッ
チを介して、第１ＵＳＢ端子と第２ＵＳＢ端子との間の信号パスを形成する。上記制御部
は、第１ＵＳＢ端子に電子機器が接続された状態で、第２ＵＳＢ端子にＵＳＢデバイスが
接続された場合には、ＵＳＢ切替えスイッチを介して、第１ＵＳＢ端と第２ＵＳＢ端子と
の間の信号パスを形成する。
【発明の効果】
【００１０】
　課題を解決するための手段のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれ
ば下記の通りである。
【００１１】
　すなわち、ＵＳＢホスト機能を有する電子機器と携帯式バッテリ装置との間、ＵＳＢイ
ンタフェースを有するＵＳＢデバイスと携帯式バッテリ装置との間、及び上記携帯式バッ
テリ装置を介して上記電子機器と上記ＵＳＢデバイスとの間で、ＵＳＢ通信を行うことが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】携帯式バッテリ装置の構成例ブロック図である。
【図２】図１に示される携帯式バッテリ装置を用いた場合のＵＳＢ通信の説明図である。
【図３】図１に示される携帯式バッテリ装置における状態遷移の説明図である。
【図４Ａ】図１に示される携帯式バッテリ装置における状態遷移を示すフローチャートで
ある。
【図４Ｂ】図１に示される携帯式バッテリ装置における状態遷移を示すフローチャートで
ある。
【図５】図１に示される携帯バッテリ装置にパソコンと携帯機器とが接続されている場合
の二次電池への充電及び携帯機器への給電の制御例の説明図である。
【図６】携帯式バッテリ装置の構成例ブロック図である。
【図７】携帯式バッテリ装置の構成例ブロック図である。
【図８】携帯式バッテリ装置の構成例ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
１．実施の形態の概要
　先ず、本願において開示される代表的な実施の形態について概要を説明する。代表的な
実施の形態についての概要説明で括弧を付して参照する図面中の参照符号はそれが付され
た構成要素の概念に含まれるものを例示するに過ぎない。
【００１４】
　〔１〕代表的な実施の形態に係る携帯式バッテリ装置（２）は、ＵＳＢホスト機能を有
する電子機器（１）と接続可能な第１ＵＳＢ端子（２１）と、ＵＳＢインタフェースを有
するＵＳＢデバイス（４）と接続可能な第２ＵＳＢ端子（２２）とを含む。また上記携帯
式バッテリ装置（２）は、上記第１ＵＳＢ端子に接続された上記電子機器からの電源供給
によって充電され、その充電による蓄積電荷を、上記第２ＵＳＢ端子を介して上記ＵＳＢ
デバイスに供給可能な二次電池（２９）を含む。さらに上記携帯式バッテリ装置（２）は
、ＵＳＢにおける信号経路の切替えを行うＵＳＢ切替えスイッチ（２５Ａ，２５Ｂ）と、
上記ＵＳＢ切替えスイッチの信号経路切替え動作を制御可能な制御部（２３）とを含む。
【００１５】
　上記制御部は、上記第１ＵＳＢ端子が未接続の状態で、上記第２ＵＳＢ端子に上記ＵＳ
Ｂデバイスが接続された場合には、上記ＵＳＢ切替えスイッチを介して、上記制御部と上
記第２ＵＳＢ端子との間の信号パス（Ｂ）を形成する。この信号パス（Ｂ）の形成により
、上記携帯式バッテリ装置とＵＳＢデバイスとの間のＵＳＢ通信が可能になる。
【００１６】
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　また上記制御部は、上記第２ＵＳＢ端子が未接続の状態で、上記第１ＵＳＢ端子に上記
電子機器が接続された場合には、上記ＵＳＢ切替えスイッチを介して、上記制御部と上記
第１ＵＳＢ端子との間の信号パス（Ａ）を形成する。この信号パス（Ａ）の形成により、
上記電子機器と上記携帯式バッテリ装置との間のＵＳＢ通信が可能になる。
【００１７】
　さらに上記制御部は、上記第２ＵＳＢ端子に上記ＵＳＢデバイスが接続された状態で、
上記第１ＵＳＢ端子に上記電子機器が接続された場合には、上記ＵＳＢ切替えスイッチを
介して、上記第１ＵＳＢ端子と上記第２ＵＳＢ端子との間の信号パス（Ｃ）を形成する。
この信号パス（Ｃ）の形成により、上記電子機器と上記ＵＳＢデバイスとの間のＵＳＢ通
信が可能になる。
【００１８】
　そして上記制御部は、上記第１ＵＳＢ端子に上記電子機器が接続された状態で、上記第
２ＵＳＢ端子に上記ＵＳＢデバイスが接続された場合には、上記ＵＳＢ切替えスイッチを
介して、上記第１ＵＳＢ端と上記第２ＵＳＢ端子との間の信号パス（Ｃ）を形成する。こ
の信号パス（Ｃ）の形成により、上記電子機器と上記ＵＳＢデバイスとの間のＵＳＢ通信
が可能になる。
【００１９】
　上記電子機器の一例として、パーソナルコンピュータを挙げることができ、上記ＵＳＢ
デバイスの一例として携帯機器を挙げることができる。
【００２０】
　〔２〕上記携帯式バッテリ装置は、上記第２ＵＳＢ端子を介して上記ＵＳＢデバイスに
流れる電流を検出する電流検出ブロックを含んで構成することができる。上記制御部は、
上記電流検出ブロックでの電流検出結果に基づいて、上記第２ＵＳＢ端子と上記ＵＳＢデ
バイスとの接続状態を認識するように構成することができる。
【００２１】
　かかる構成によれば、電流検出ブロックは、上記第２ＵＳＢ端子に上記ＵＳＢデバイス
が接続されることで上記ＵＳＢデバイスに流れる電流を検出し、上記制御部は、上記電流
検出ブロックでの電流検出結果に基づいて、上記第２ＵＳＢ端子に上記ＵＳＢデバイスが
接続されたことを認識することができる。
【００２２】
　〔３〕上記制御部は、上記第１ＵＳＢ端子を介して上記電子機器との間で行われる通信
によって、上記電子機器から上記第１ＵＳＢ端子を介して供給可能な電流の最大値を把握
し、上記第２ＵＳＢ端子を介して上記ＵＳＢデバイスとの間で行われる通信によって、上
記ＵＳＢデバイスからの電流の要求値を把握する。そして上記制御部は、上記電流の最大
値及び上記電流の要求値に基づいて、上記二次電池の充電電流値と、上記ＵＳＢデバイス
に供給する電流値とを制御する。このような制御が行われることで、ＵＳＢにおける電流
源の過負荷を回避することができる。
【００２３】
　〔４〕上記携帯式バッテリ装置には、第１ポジションと第２ポジションとを選択的に形
成可能なポジション切替えスイッチ（３７）を設けることができる。
【００２４】
　上記第１ポジションでは、上記ＵＳＢ切替えスイッチの状態を、上記第１ＵＳＢ端子及
び上記第２ＵＳＢ端子の接続状態にかかわらず、上記制御部と上記第１ＵＳＢ端子との間
の信号パスが形成された状態に固定される。
【００２５】
　上記第２ポジションでは、上記ＵＳＢ切替えスイッチの状態を、上記第１ＵＳＢ端子及
び上記第２ＵＳＢ端子の接続状態にかかわらず、上記制御部と上記第２ＵＳＢ端子との間
の信号パスが形成された状態に固定される。
【００２６】
　上記の構成によれば、第１ポジションが指示された場合には、第２ＵＳＢ端子にＵＳＢ
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デバイスが接続されても、状態遷移は行われない。また、第２ポジションが指示された場
合には、第１ＵＳＢ端子に電子機器が接続されても、状態遷移は行われない。このため、
第１ＵＳＢ端子に電子機器が接続され、第２ＵＳＢ端子２２にＵＳＢデバイスが接続され
た状態で、ポジション切替えスイッチの操作によって通信経路（信号パスＡ，Ｂ）の切替
えが可能となる。
【００２７】
　〔５〕上記制御部は、ＵＳＢインタフェース機能を含んで一つの半導体基板に形成され
たマイクロコンピュータ（２４）によって形成することができる。
【００２８】
　〔６〕上記制御部は、マイクロコンピュータ（３４）と、供給能力検出ブロック（３５
）と、消費電流検出ブロック（３６）とを含んで構成することができる。上記供給能力検
出ブロックは、上記マイクロコンピュータの制御下で、上記第１ＵＳＢ端子を介して上記
電子機器との間で行われる通信によって、上記電子機器から上記第１ＵＳＢ端子を介して
供給可能な電流の最大値を検出する。上記消費電流検出ブロックは、上記マイクロコンピ
ュータの制御下で、上記第２ＵＳＢ端子を介して上記ＵＳＢデバイスとの間で行われる通
信によって、上記ＵＳＢデバイスからの電流の要求値を検出する。上記マイクロコンピュ
ータと、供給能力検出ブロックと、上記消費電流検出ブロックとは互いに異なる半導体チ
ップによって形成される。
【００２９】
　上記制御部を、マイクロコンピュータと、供給能力検出ブロックと、消費電流検出ブロ
ックとを含んで構成する場合、上記マイクロコンピュータには汎用品を適用することがで
きる。
【００３０】
　〔７〕上記携帯式バッテリ装置内に上記電流検出ブロックが設けられない場合にも、上
記制御部は、上記電流の最大値及び上記電流の要求値に基づいて、上記二次電池の充電電
流値と、上記ＵＳＢデバイスに供給する電流値とを制御することができる。すなわち上記
制御部は、上記第１ＵＳＢ端子を介して上記電子機器との間で行われる通信によって、上
記電子機器から上記第１ＵＳＢ端子を介して供給可能な電流の最大値を把握し、上記第２
ＵＳＢ端子を介して上記ＵＳＢデバイスとの間で行われる通信によって、上記ＵＳＢデバ
イスからの電流の要求値を把握することができる。そして、上記電流の最大値及び上記電
流の要求値に基づいて、上記二次電池の充電電流値と、上記ＵＳＢデバイスに供給する電
流値とを制御することができる。
【００３１】
　〔８〕携帯式バッテリ装置に、第２ＵＳＢ端子にＵＳＢデバイスが接続されていること
を制御部に指示するための接続指示スイッチ（３３）を設けることができる。上記制御部
は、上記第１ＵＳＢ端子が未接続の状態で、上記接続指示スイッチがオンされている場合
には、上記ＵＳＢ切替えスイッチを介して、上記制御部と上記第２ＵＳＢ端子との間の信
号パスを形成する。上記制御部は、上記接続指示スイッチがオフされている状態で、上記
第１ＵＳＢ端子に上記電子機器が接続された場合には、上記ＵＳＢ切替えスイッチを介し
て、上記制御部と上記第１ＵＳＢ端子との間の信号パスを形成する。上記制御部は、上記
接続指示スイッチがオンされている状態で、上記第１ＵＳＢ端子に上記電子機器が接続さ
れた場合には、上記ＵＳＢ切替えスイッチを介して、上記第１ＵＳＢ端子と上記第２ＵＳ
Ｂ端子との間の信号パスを形成する。上記制御部は、上記第１ＵＳＢ端子に上記電子機器
が接続された状態で、上記接続指示スイッチがオンされている場合には、上記ＵＳＢ切替
えスイッチを介して、上記第１ＵＳＢ端と上記第２ＵＳＢ端子との間の信号パスを形成す
る。
【００３２】
　上記の構成によれば、実際には第２ＵＳＢ端子にＵＳＢデバイスが接続された状態で、
ＵＳＢデバイスの接続状態と、ＵＳＢデバイスを切り離した状態とを、接続指示スイッチ
の操作によって任意に切り替えることができる。
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【００３３】
　２．実施の形態の詳細
　実施の形態について更に詳述する。
【００３４】
　《実施の形態１》
　図１には、携帯式バッテリ装置が示される。
【００３５】
　図１に示される携帯式バッテリ装置２には、第１ＵＳＢ端子２１と、第２ＵＳＢ端子２
２とが設けられる。第１ＵＳＢ端子２１及び第２ＵＳＢ端子２２は、それぞれＵＳＢ対応
の標準レセクタプルとされる。第１ＵＳＢ端子２１には、ＵＳＢホスト機能を有する電子
機器の一例とされるパーソナルコンピュータ（「パソコン」という）１が結合される。第
１ＵＳＢ端子２１とパソコン１との結合は、ＵＳＢケーブル１１を介して行われる。ＵＳ
Ｂケーブル１１の端部には、ＵＳＢ対応の標準プラグが設けられおり、この標準プラグが
第１ＵＳＢ端子２１（標準レセクタプル）に嵌合されることで、第１ＵＳＢ端子２１とパ
ソコン１とが結合される。また、第２ＵＳＢ端子２２には、ＵＳＢインタフェースを有す
るＵＳＢデバイスの一例とされる携帯機器４が結合される。第２ＵＳＢ端子２２と携帯機
器４との結合は、ＵＳＢケーブル４１を介して行われる。ＵＳＢケーブル４１の端部には
、ＵＳＢ対応の標準プラグが設けられおり、この標準プラグが第２ＵＳＢ端子２２（標準
レセクタプル）に嵌合されることで、第２ＵＳＢ端子２２と携帯機器４とが結合される。
ＵＳＢは、ＶＢＵＳ、ＧＮＤ、Ｄ＋、Ｄ－という４本のラインを有する。ＶＢＵＳは電源
ライン、ＧＮＤはグラウンドライン、Ｄ＋とＤ－は信号ラインである。電源ラインＶＢＵ
Ｓには、グラウンドラインＧＮＤを基準とする５Ｖの電圧が印加される。ＵＳＢの規格と
して、電源ラインＶＢＵＳからは５００ｍＡの電流を取り出すことができるものとする。
【００３６】
　尚、第１ＵＳＢ端子２１側の電源ラインをＶＢＵＳ＿ｉｎとし、第２ＵＳＢ端子２２側
の電源ラインをＶＢＵＳ＿ｏｕｔとして、両者を区別する。
【００３７】
　携帯式バッテリ装置２は、制御部２３、ＵＳＢ切替えスイッチ２５Ａ，２５Ｂ、電流制
御ブロック２６、二次電池２９、電圧変換回路３０、ＭＯＳＦＥＴ（Metal-Oxide-Semico
nductor Field-Effect Transistor）３１、電流検出ブロック３２を有する。
【００３８】
　ＵＳＢ切替えスイッチ２５Ａ，２５Ｂは、制御部２３と第１ＵＳＢ端子２１との間の信
号パスＡ、制御部２３と第２ＵＳＢ端子２２との間の信号パスＢ、及び上記第１ＵＳＢ端
子と上記第２ＵＳＢ端子との間の信号パスＣの切替えを行うために設けられる。ＵＳＢ切
替えスイッチ２５Ａ，２５Ｂは、ＭＯＳＦＥＴなどの半導体デバイスによって形成される
。ＵＳＢ切替えスイッチ２５Ａによって信号経路１３３が選択されることで信号パスＡが
形成される。ＵＳＢ切替えスイッチ２５Ｂによって信号経路１３３が選択されることで信
号パスＢが形成される。ＵＳＢ切替えスイッチ２５Ａ，２５Ｂによって信号経路１３４が
選択されることで信号パスＣが形成される。ＵＳＢ切替えスイッチ２５の動作制御は、制
御部２３によって行われる。
【００３９】
　ＵＳＢ切替えスイッチ２５によって信号パスＡが形成された場合、図２の（Ｂ）に示さ
れるように、パソコン１と携帯式バッテリ装置２との間のＵＳＢ通信が可能となる。この
状態で、パソコン１から携帯式バッテリ装置２へ供給される電流の制限が可能になる。
【００４０】
　ＵＳＢ切替えスイッチ２５によって信号パスＢが形成された場合、図２の（Ｃ）に示さ
れるように、携帯式バッテリ装置２と携帯機器４との間のＵＳＢ通信が可能になる。この
状態で、携帯式バッテリ装置２から携帯機器４へ供給される電流の制限が可能になる。
【００４１】
　ＵＳＢ切替えスイッチ２５によって信号パスＣが形成された場合、図２の（Ａ）に示さ
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れるように、パソコン１と携帯機器４とのＵＳＢ通信が可能になる。この状態で、パソコ
ン１から携帯式バッテリ装置２へ供給される電流の制限や、携帯式バッテリ装置２から携
帯機器４へ供給される電流の制限が可能となる。
【００４２】
　制御部２３には、ＵＳＢ通信におけるインタフェース機能を備えたマイクロコンピュー
タ（「ＵＳＢマイコン」という）２４が適用される。ＵＳＢマイコン２４は、電源ライン
ＶＢＵＳ＿ｉｎが結合されるＶＢＵＳ検出端子、信号ラインＤ＋／Ｄ－が結合されるＤ＋
／Ｄ－端子、電流検出ブロック３２の検出結果が伝達される第１入力端子ｉｎ１、ＵＳＢ
切替えスイッチの動作制御信号を出力するための第１出力端子ｏｕｔ１及び第２出力端子
ｏｕｔ２を有する。またＵＳＢマイコン２４は、ＭＯＳＦＥＴ３１の動作制御信号を出力
するための第３出力端子ｏｕｔ３、電流制御ブロック２６の動作制御信号を出力するため
の第４出力端子ｏｕｔ４を有する。ＵＳＢマイコン２４は、第１ＵＳＢ端子２１を介して
パソコン１との間で行われる通信によって、パソコン１から第１ＵＳＢ端子２１を介して
供給可能な電流の最大値を把握し、第２ＵＳＢ端子２２を介して携帯機器４との間で行わ
れる通信によって、携帯機器４からの電流の要求値を把握する機能を有する。このような
機能は、例えばＵＳＢのデバイスエニュメレーションを利用することで容易に実現できる
。さらにＵＳＢマイコン２４は、パソコン１から第１ＵＳＢ端子２１を介して供給可能な
電流の最大値、及び携帯機器４からの電流の要求値に基づいて、上記二次電池２９の充電
電流値や、携帯機器４に供給する電流値とを制御する機能を備える。このようなＵＳＢマ
イコン２４は、特に制限されないが、公知の半導体集積回路製造技術によって一つの半導
体基板に形成されている。
【００４３】
　二次電池２９は、第１ＵＳＢ端子２１に接続されたパソコン１からの電源供給によって
充電され、その充電による蓄積電荷を、第２ＵＳＢ端子２２を介して携帯機器４に供給す
るために設けられる。二次電池２９の負極側端子はグラウンドラインＧＮＤに結合される
。二次電池２９の正極側端子は電流制御ブロック２６に結合される。
【００４４】
　電流制御ブロック２６は、ＵＳＢマイコン２４の制御下で二次電池２９の充放電電流を
制限する。この電流制御ブロック２６は、給電電流制限回路２７、充電電流制限回路２８
を含む。給電電流制限回路２７は、二次電池２９の蓄積電荷を使って携帯機器４の充電を
行う場合の給電電流を制限する機能を有する。充電電流制限回路２８は、二次電池２９の
充電電流を制限する機能を有する。
【００４５】
　二次電池２９の端子電圧が５Ｖよりも低い場合、電圧変換回路３０では、二次電池２９
の出力電圧を５Ｖに変換してから出力する。電圧変換回路３０の出力電圧は、ＭＯＳＦＥ
Ｔ３１に伝達される。ＭＯＳＦＥＴ３１は、ＵＳＢマイコン２４の第３出力端子ｏｕｔ３
から出力される動作制御信号によってオンオフ動作が制御される。ＵＳＢマイコン２４に
よってＭＯＳＦＥＴ３１がオンされた場合に、電圧変換回路３０の出力電圧は、ＭＯＳＦ
ＥＴ３１を介して電流検出ブロック３２に伝達され、さらに電源ラインＶＢＵＳ＿ｏｕｔ
及び第２ＵＳＢ端子２２を介して外部出力される。この出力電圧は、携帯機器４の充電に
用いられる。
【００４６】
　電流検出ブロック３２は、出力電圧ＶＢＵＳ＿ｏｕｔが携帯機器４に供給された場合の
電流を検出する。電流検出ブロック３の電流検出機能は、ＭＯＳＦＥＴ３１から第２ＵＳ
Ｂ端子２２に至る経路中に設けられた微小抵抗の両端に生ずる電圧を演算増幅器等で参照
電圧と比較することで容易に実現することができる。電流検出ブロック３２での電流検出
結果は、ＵＳＢマイコン２４に伝達される。
【００４７】
　図３には、携帯式バッテリ装置２の基本的な状態遷移が示される。
【００４８】
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　携帯式バッテリ装置２の未接続状態において、第１ＵＳＢ端子２１にパソコン１が接続
されると、携帯式バッテリ装置２では、ＵＳＢマイコン２４の制御により信号パスＡが形
成される。信号パスＡが形成された状態は、パソコン１からの電源供給によって二次電池
２９への充電が可能になるため、「入力状態」と称する。この入力状態において、第１Ｕ
ＳＢ端子２１からパソコン１が切り離されると、携帯式バッテリ装置２は再び未接続状態
に遷移する。
【００４９】
　上記入力状態において、第２ＵＳＢ端子２２に携帯機器４が接続されると、携帯式バッ
テリ装置２では、ＵＳＢマイコン２４の制御により信号パスＣが形成される。信号パスＣ
が形成された状態は、パソコン１からの電源供給によって二次電池２９への充電や、二次
電池２９の蓄積電荷を携帯機器４に出力することで、携帯機器４の内蔵電池の充電が可能
になるため、「入出力状態」と称する。この入出力状態で、第２ＵＳＢ端子２２から携帯
機器４が切り離されると、携帯式バッテリ装置２は再び入力状態に遷移する。
【００５０】
　携帯式バッテリ装置２の未接続状態において、第２ＵＳＢ端子２２に携帯機器４が接続
されると、携帯式バッテリ装置２では、ＵＳＢマイコン２４の制御により信号パスＢが形
成される。信号パスＢが形成された状態は、二次電池２９の蓄積電荷を携帯機器４に出力
することで、携帯機器４の内蔵電池の充電が可能になるため、「出力状態」と称する。こ
の出力状態において、第２ＵＳＢ端子２２から携帯機器４が切り離されると、携帯式バッ
テリ装置２は再び未接続状態に遷移する。
【００５１】
　上記出力状態において、第１ＵＳＢ端子２１にパソコン１が接続されると、携帯式バッ
テリ装置２では、ＵＳＢマイコン２４の制御により信号パスＣが形成され、携帯式バッテ
リ装置２は入出力状態に遷移する。この入出力状態において、第１ＵＳＢ端子２１からパ
ソコン１が切り離されると、携帯式バッテリ装置２は再び出力状態に遷移する。
【００５２】
　図４Ａ及び図４Ｂには、携帯式バッテリ装置２の状態遷移のフローチャートが示される
。
【００５３】
　尚、図４Ａに示されるフローチャートと、図４Ｂに示されるフローチャートとは、携帯
式バッテリ装置２の状態遷移を示すフローチャートとして連続している。
【００５４】
　＜未接続状態から入力状態への遷移＞
　未接続状態４００では、ＵＳＢマイコン２４によりＭＯＳＦＥＴ３１がオンされて、電
源ラインＶＢＵＳ＿ｏｕｔに５Ｖが供給されているものとする。携帯式バッテリ装置２の
未接続状態（４００）において、第１ＵＳＢ端子２１にパソコン１が接続されると、電源
ラインＶＢＵＳ＿ｉｎの電圧が５Ｖにされる。ＵＳＢマイコン２４は、電源ラインＶＢＵ
Ｓ＿ｉｎの５Ｖを検出すると、第１ＵＳＢ端子２１にパソコン１が接続されたことを認識
する（４０１）。するとＵＳＢマイコン２４は、携帯式バッテリ装置２をパソコン１に対
応するペリフェラルとして機能させるため、ＵＳＢポートをペリフェラル設定に変更する
（４０２）。その後、信号パスＡを形成するようにＵＳＢ切替えスイッチ２５Ａを制御す
る（４０３）。そしてＵＳＢマイコン２４は、信号ラインＤ＋／Ｄ－をプルアップし、パ
ソコン１とのＵＳＢ通信を行ってパソコン１のＶＢＵＳ給電能力を検出する（４０４）。
つまり、パソコン１とのＵＳＢ通信において、パソコン１のＶＢＵＳ給電能力に関する情
報（供給可能な電流の最大値）がパソコン１からＵＳＢマイコン２４に伝達され、それに
より、パソコン１のＶＢＵＳ給電能力がＵＳＢマイコン２４に認識される。そしてＵＳＢ
マイコン２４は、パソコン１のＶＢＵＳ給電能力に従って、充電電流制限回路２８での充
電電流制限値を設定する（４０５）。この充電電流制限値は、パソコン１のＶＢＵＳ給電
能力の範囲内で設定される。この設定により、充電電流の最大値が制限された状態で、二
次電池２９の充電が行われ（４０６）、携帯式バッテリ装置２は入力状態になる（４０７
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）。
【００５５】
　＜入力状態から未接続状態への遷移＞
　上記ステップ４０７の入力状態において、第１ＵＳＢ端子２１からパソコン１が切り離
されると、パソコン１から電源ラインＶＢＵＳ＿ｉｎへの電圧供給が停止され、そのこと
が、ＵＳＢマイコン２４に認識され（４０８）、二次電池２９の充電が停止され（４０９
）、携帯式バッテリ装置２はステップ４００の未接続状態に遷移する。
【００５６】
　＜未接続状態から出力状態への遷移＞
　携帯式バッテリ装置２の未接続状態（４００）において、第２ＵＳＢ端子２２に携帯機
器４が接続されると、電源ラインＶＢＵＳ＿ｏｕｔから第２ＵＳＢ端子２２を介して携帯
機器４に電流が流れ、その電流が電流検出ブロック３２によって検出されると、その検出
結果がＵＳＢマイコン２４に通知される（４１５）。すると、ＵＳＢマイコン２４はＭＯ
ＳＦＥＴ３１をオフして、電源ラインＶＢＵＳ＿ｏｕｔへの電圧供給を停止する。そして
、ＵＳＢマイコン２４は、ＵＳＢポートをホスト設定に変更し（４１６）、信号パスＢを
形成するようにＵＳＢ切替えスイッチ２５Ｂを制御する（４１７）。ＵＳＢマイコン２４
は、ＭＯＳＦＥＴ３１をオンして、電源ラインＶＢＵＳ＿ｏｕｔに５Ｖを供給する。そし
てＵＳＢマイコン２４は、携帯機器４とＵＳＢ通信を行い、携帯機器４が要求する電流（
消費ＶＢＵＳ電流）値を検出する（４１８）。つまりＵＳＢマイコン２４は、携帯機器４
が要求する電流（消費ＶＢＵＳ電流）値の情報をＵＳＢ通信によって取得する。ＵＳＢマ
イコン２４は、取得した情報に従って、給電電流制限回路２７に給電電流制限を設定する
（４１９）。そして設定された給電電流制限の範囲で、携帯機器４への給電が行われ（４
２０）、携帯式バッテリ装置２は出力状態になる（４２１）。
【００５７】
　＜出力状態から未接続状態への遷移＞
　上記ステップ４２１の出力状態において、第２ＵＳＢ端子２２から携帯機器４が切り離
されると、そのことが、電流検出ブロック３２によって検出され、ＵＳＢマイコン２４に
通知される（４２２）。第２ＵＳＢ端子２２から携帯機器４が切り離されることで、携帯
機器４への給電が停止され（４２３）、携帯式バッテリ装置２はステップ４００の未接続
状態に遷移する。
【００５８】
　＜入力状態から入出力状態への遷移＞
　上記ステップ４０７の入力状態において、第２ＵＳＢ端子２２に携帯機器４が接続され
た場合には、電源ラインＶＢＵＳ＿ｏｕｔから第２ＵＳＢ端子２２を介して携帯機器４に
電流が流れ、その電流が電流検出ブロック３２によって検出されると、その検出結果がＵ
ＳＢマイコン２４に通知される（４１０）。すると、ＵＳＢマイコン２４は、ＭＯＳＦＥ
Ｔ３１をオフし、電源ラインＶＢＵＳ＿ｏｕｔへの電供給を停止する。そして、ＵＳＢマ
イコン２４の制御下で電流制限回路２８により二次電池２９の充電電流が例えば０ｍＡに
制限される（４１１）。そしてＵＳＢマイコン２４により、信号ラインＤ＋／Ｄ－のプル
アップが解除されて、パソコン１とのＵＳＢ通信が切断される（４１２）。その後、給電
電流制限に関する処理Ｂが行われる（４１３）。この給電電流制限に関する処理Ｂは、上
記ステップ４１６～４１９までの処理に等しい。すなわち、ＵＳＢマイコン２４は、ＵＳ
Ｂポートをホスト設定に変更し、信号パスＢを形成するようにＵＳＢ切替えスイッチ２５
Ｂを制御し、ＵＳＢマイコン２４は、ＭＯＳＦＥＴ３１をオンして、電源ラインＶＢＵＳ
＿ｏｕｔに５Ｖを供給する。そしてＵＳＢマイコン２４は、携帯機器４とＵＳＢ通信を行
い、携帯機器４が要求する電流（消費ＶＢＵＳ電流）値を検出し、その検出結果に従って
、給電電流制限回路２７に給電電流制限を設定する（４１９）。給電電流制限に関する処
理Ｂ（４１３）の終了後に、ＵＳＢマイコン２４によりＭＯＳＦＥＴ３１がオフされ、携
帯機器４とのＵＳＢ通信が切断される（４１４）。その後、ＵＳＢマイコン２４は、信号
パスＣを形成するように、ＵＳＢ切替えスイッチ２５Ａ，２５Ｂを制御し（４２９）、Ｍ
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ＯＳＦＥＴ３１をオンして電源ラインＶＢＵＳ＿ｏｕｔに５Ｖを供給することにより、パ
ソコン１と携帯機器４との間の通信を開始させる（４３０）。そして、電流制御ブロック
２６の制御下で二次電池２９への充電、及び携帯機器４への給電が行われ（４３１）、携
帯式バッテリ装置２は、入出力状態になる（４３２）。二次電池２９への充電においては
、パソコン１との間の通信によって得られた情報に従って、充電電流制限回路２８により
電流制限が行われる。携帯機器４への給電においては、携帯機器４との間の通信によって
得られた情報に従って、給電電流制限回路２７により電流制限が行われる。
【００５９】
　＜出力状態から入出力状態への遷移＞
　上記ステップ４３２の入出力状態において、第２ＵＳＢ端子２２から携帯機器４が切り
離された場合には、それが電流検出ブロック３２によって検出され、ＵＳＢマイコン２４
に伝達される（４３３）。すると、ＵＳＢマイコン２４の制御により、二次電池２９への
充電が例えば０ｍＡに制限される（４３４）。そして、ＵＳＢマイコン２４は、ＵＳＢポ
ートをペリフェラル設定に変更し（４３５）、信号パスＡを形成するようにＵＳＢ切替え
スイッチ２５Ａ，２５Ｂを制御し（４３６）、さらに電流制御ブロック２６を介して二次
電池２９の充電制限を解除する（４３７）。これにより携帯式バッテリ装置２は、ステッ
プ４０７の入力状態となる。
【００６０】
　＜出力状態から入出力状態への遷移＞
　上記ステップ４２１の出力状態において、第１ＵＳＢ端子２１にパソコン１が接続され
た場合には、電源ラインＶＢＵＳ＿ｉｎの電圧が５Ｖにされる。ＵＳＢマイコン２４は、
電源ラインＶＢＵＳ＿ｉｎのプルアップを検出すると、第１ＵＳＢ端子２１にパソコン１
が接続されたことを認識する（４２４）。すると、ＵＳＢマイコン２４は、携帯機器４へ
の給電を例えば０ｍＡに制限し（４２５）、ＭＯＳＦＥＴ３１をオフして、携帯機器４と
ＵＳＢ通信を切断する（４２６）。その後、充電電流制限に関する処理Ａが行われる（４
２７）。この充電電流制限に関する処理Ａは、上記ステップ４０２～４０５までの処理に
等しい。すなわち、ＵＳＢマイコン２４は、ＵＳＢポートをペリフェラル設定に変更し、
信号パスＡを形成するようにＵＳＢ切替えスイッチ２５Ａを制御し、信号ラインＤ＋／Ｄ
－をプルアップし、パソコン１とのＵＳＢ通信を行ってパソコン１のＶＢＵＳ給電能力を
検出する。そしてＵＳＢマイコン２４は、パソコン１のＶＢＵＳ給電能力に従って、充電
電流制限回路２８での充電電流制限値を設定する。充電電流制限に関する処理Ａ（４２７
）の終了後に、Ｄ＋／Ｄ－のプルアップが解除されて、パソコン１とのＵＳＢ通信が切断
される（４２８）。その後、ＵＳＢマイコン２４は、信号パスＣを形成するように、ＵＳ
Ｂ切替えスイッチ２５Ａ，２５Ｂを制御し（４２９）、ＭＯＳＦＥＴ３１をオンして、パ
ソコン１と携帯機器４との間の通信を開始させる（４３０）。そして二次電池２９への充
電及び携帯機器４への給電が行われ（４３１）、携帯式バッテリ装置２は入出力状態とな
る（４３２）。
【００６１】
　＜入出力状態から出力状態への遷移＞
　上記ステップ４３２における携帯式バッテリ装置２の入出力状態において、第１ＵＳＢ
端子２１からパソコン１が切り離された場合には、パソコン１から電源ラインＶＢＵＳ＿
ｉｎへの電圧供給が停止され、そのことが、ＵＳＢマイコン２４に認識され（４３８）、
携帯機器４への給電が例えば０ｍＡに制限される（４３９）。そして、ＵＳＢマイコン２
４は、ＵＳＢポートをホスト設定に変更し（４４０）、信号パスＢを形成するようにＵＳ
Ｂ切替えスイッチ２５Ａ，２５Ｂを制御し（４４１）、携帯機器４への給電制限を解除す
る（４４２）。これにより携帯式バッテリ装置２は、ステップ４２１の出力状態になる。
【００６２】
　上記ステップ４３１での充電及び給電は、ＵＳＢマイコン２４の制御下で、以下のよう
に行われる。
【００６３】
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　図５には、携帯バッテリ装置２にパソコン１と携帯機器４とが接続されている場合の二
次電池２９への充電及び携帯機器４への給電の制御例が示される。
【００６４】
　パソコン１の電源ラインＶＢＵＳへの電流供給能力が５００ｍＡ、携帯機器４での消費
ＶＢＵＳ電流が１００ｍＡの場合には、パソコン１のＶＢＵＳ電流供給能力に４００（＝
５００－１００）ｍＡの余裕があるため、それを二次電池２９の充電に用いることができ
る。この場合、充電電流制限回路２８により、二次電池２９の充電を４００ｍＡに制限す
る。
【００６５】
　パソコン１の電源ラインＶＢＵＳへの電流供給能力が５００ｍＡ、携帯機器４での消費
ＶＢＵＳ電流が５００ｍＡの場合には、二次電池２９の充電のための電流を確保すること
ができないので、充電電流制限回路２８により、二次電池２９の充電を０ｍＡに制限する
。また、給電電流制限回路２７により、二次電池２９から携帯機器４への給電電流を０ｍ
Ａに制限することで、携帯機器４での消費ＶＢＵＳ電流は、全てパソコン１から供給され
ることになる。
【００６６】
　パソコン１の電源ラインＶＢＵＳへの電流供給能力が５００ｍＡ、携帯機器４での消費
ＶＢＵＳ電流が１０００ｍＡの場合には、携帯機器４での消費ＶＢＵＳ電流を全てパソコ
ン１で賄うことができない。そこで充電電流制限回路２８により、二次電池２９の充電を
０ｍＡに制限し、給電電流制限回路２７により、二次電池２９から携帯機器４への供給電
流を５００ｍＡに制限する。この場合、パソコン１からの５００ｍＡと二次電池２９から
の５００ｍＡとで、合計１０００ｍＡの電流を携帯機器４に供給することができる。
【００６７】
　実施の形態１によれば、以下の作用効果を奏する。
【００６８】
　（１）ＵＳＢマイコン２４は、第１ＵＳＢ端子２１が未接続の状態で、第２ＵＳＢ端子
２２に携帯機器４が接続された場合には、ＵＳＢ切替えスイッチ２５Ｂを介して、ＵＳＢ
マイコン２４と第２ＵＳＢ端子２２との間の信号パスＢを形成する。この信号パスＢの形
成により、携帯式バッテリ装置２と携帯機器４との間のＵＳＢ通信が可能になる。またＵ
ＳＢマイコン２４は、第２ＵＳＢ端子２２が未接続の状態で、第１ＵＳＢ端子２１にパソ
コン１が接続された場合には、ＵＳＢ切替えスイッチ２５Ａを介して、ＵＳＢマイコン２
４と第１ＵＳＢ端子２１との間の信号パスＡを形成する。この信号パスＡの形成により、
パソコン１と携帯式バッテリ装置２との間のＵＳＢ通信が可能になる。さらにＵＳＢマイ
コン２４は、第２ＵＳＢ端子２２に携帯機器４が接続された状態で、第１ＵＳＢ端子２１
にパソコン１が接続された場合には、ＵＳＢ切替えスイッチ２５Ａ，２５Ｂを介して、第
１ＵＳＢ端子２１と第２ＵＳＢ端子２２との間の信号パスＣを形成する。この信号パスＣ
の形成により、パソコン１と携帯機器４との間のＵＳＢ通信が可能になる。そしてＵＳＢ
マイコン２４は、第１ＵＳＢ端子２１にパソコン１が接続された状態で、第２ＵＳＢ端子
２２に携帯機器４が接続された場合には、ＵＳＢ切替えスイッチ２５Ａ，２５Ｂを介して
、第１ＵＳＢ端２１と第２ＵＳＢ端子２２との間の信号パスＣを形成する。この信号パス
Ｃの形成により、パソコン１と携帯機器４との間のＵＳＢ通信が可能になる。
【００６９】
　（２）携帯式バッテリ装置２には、第２ＵＳＢ端子２２を介して携帯機器４に流れる電
流を検出する電流検出ブロック３２が設けられている。このときＵＳＢマイコン２４は、
電流検出ブロック３２での電流検出結果に基づいて、第２ＵＳＢ端子２２と携帯機器４と
の接続状態を認識するように構成することができる。このような構成によれば、電流検出
ブロック３２は、第２ＵＳＢ端子２２に携帯機器４が接続されることで携帯機器４に流れ
る電流を検出し、ＵＳＢマイコン２４は、電流検出ブロック３２での電流検出結果に基づ
いて、第２ＵＳＢ端子２２に携帯機器４が接続されたことを認識することができる。
【００７０】
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　（３）ＵＳＢマイコン２４は、第１ＵＳＢ端子２１を介してパソコン１との間で行われ
る通信によって、パソコン１から第１ＵＳＢ端子２１を介して供給可能な電流の最大値を
把握し、第２ＵＳＢ端子２２を介して携帯機器４との間で行われる通信によって、携帯機
器４からの電流の要求値を把握する。そしてＵＳＢマイコン２４は、上記電流の最大値及
び上記電流の要求値に基づいて、上記二次電池２９の充電電流値と、携帯機器４に供給す
る電流値とを制御する。このような制御が行われることで、ＵＳＢにおける電流源の過負
荷を回避することができる。
【００７１】
　（４）パソコン１と、ＵＳＢマイコン２４と、携帯機器４との間のＵＳＢ通信における
経路切替えが、ＵＳＢ切替えスイッチ２５Ａ，２５Ｂによって行われるため、例えばパソ
コン１と、ＵＳＢマイコン２４と、携帯機器４との間を単なるワイヤードオアで接続する
場合に比べて、ＵＳＢ通信には必要の無い配線によって生ずる反射などの影響を低減する
ことができる。
【００７２】
　《実施の形態２》
　図６には、携帯式バッテリ装置２の別の構成例が示される。
【００７３】
　図６に示される携帯式バッテリ装置２が、図１に示されるのと大きく相違するのは、電
流検出ブロック３２に代えて、接続指示スイッチ３３が設けられている点である。接続指
示スイッチ３３は、ＵＳＢマイコン２４の第１入力端子ｉｎ１に接続されている。接続指
示スイッチ３３がオンされた状態は、第２ＵＳＢ端子２２に携帯機器４が接続されたこと
が、図１の電流検出ブロック３２によって検出された場合と等価とされる。図６に示され
る構成では、第２ＵＳＢ端子２２に携帯機器４が接続されたことは、接続指示スイッチ３
３がオフされた状態では、ＵＳＢマイコン２４に認識されない。ＵＳＢマイコン２４は、
接続指示スイッチ３３がオンされたことで、第２ＵＳＢ端子２２に携帯機器４が接続され
ていることを認識する。このように図６に示される構成によれば、実際には第２ＵＳＢ端
子２２に携帯機器４が接続された状態で、携帯機器４の接続状態と、携帯機器４を切り離
した状態とを、接続指示スイッチ３３の操作によって任意に切り替えることができる。
【００７４】
　《実施の形態３》
　図７には、携帯式バッテリ装置２の別の構成例が示される。
【００７５】
　図７に示される携帯式バッテリ装置２が、図１に示されるのと大きく相違するのは、制
御部２３が、汎用マイコン３４と、供給能力検出ブロック３５と、消費電流検出ブロック
３６とを含んで構成されている点である。供給能力検出ブロック３５と、消費電流検出ブ
ロック３６とは、それぞれ汎用マイコン３４とは別チップで形成される。
【００７６】
　供給能力検出ブロック３５は、エニュメレーション機能を有し、ＵＳＢ切替えスイッチ
２５Ａによって信号経路１３３が選択されて信号パスＡが形成されている状態で、パソコ
ン１との間で通信を行い、パソコン１から第１ＵＳＢ端子２１を介して供給可能な電流の
最大値を検出する。この検出結果は、汎用マイコン３４に伝達される。
【００７７】
　消費電流検出ブロック３６は、エニュメレーション機能を有し、ＵＳＢ切替えスイッチ
２５Ｂによって信号経路１３３が選択されて信号パスＢが形成されている状態で、携帯機
器４との間で通信を行い、携帯機器４からの電流の要求値を検出する。この検出結果は、
汎用マイコン３４に伝達される。
【００７８】
　上記供給能力検出ブロック３５のエニュメレーション機能や、消費電流検出ブロック３
６のエニュメレーション機能は、例えばＵＳＢバッテリ充電の仕様（Battery Charging S
pecification,Rev1.2）に基づいて形成することができる。
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【００７９】
　汎用マイコン３４は、供給能力検出ブロック３５での検出結果と、消費電流検出ブロッ
ク３６での検出結果に基づいて、図１に示される場合と同様に、上記二次電池２９の充電
電流値や、携帯機器４に供給する電流値とを制御する。
【００８０】
　このように図７に示される構成によれば、供給能力検出ブロック３５によって、パソコ
ン１から第１ＵＳＢ端子２１を介して供給可能な電流の最大値が検出され、消費電流検出
ブロック３６によって、携帯機器４からの電流の要求値が検出されるので、制御部２３に
は、このような検出機能を有さない汎用マイコン３４を適用することができる。
【００８１】
　《実施の形態４》
　図８には、携帯式バッテリ装置２の別の構成例が示される。
【００８２】
　図８に示される携帯式バッテリ装置２が、図１に示されるのと大きく相違するのは、Ｕ
ＳＢ接続状態を手動操作によって可能にするためのポジション切替えスイッチ３７が設け
られている点である。
【００８３】
　ポジション切替えスイッチ３７は、ＵＳＢマイコン２４の第２入力端子ｉｎ２に結合さ
れ、第１ポジション、第２ポジション、第３ポジションの３種類のポジションをＵＳＢマ
イコン２４に指示することができる。
【００８４】
　ポジション切替えスイッチ３７によって第１ポジションが指示された場合、第１ＵＳＢ
端子２１や第２ＵＳＢ端子２２の状態に拘わらず、ＵＳＢマイコン２４によって、信号パ
スＡが形成された入力状態（図４Ａのステップ４０７参照）に固定される。
【００８５】
　ポジション切替えスイッチ３７によって第２ポジションが指示された場合、第１ＵＳＢ
端子２１や第２ＵＳＢ端子２２の状態に拘わらず、ＵＳＢマイコン２４によって、信号パ
スＢが形成された出力状態（図４Ａのステップ４２１参照）に固定される。
【００８６】
　ポジション切替えスイッチ３７によって第３ポジションが指示された場合、実施の形態
１と同様に、第１ＵＳＢ端子２１や第２ＵＳＢ端子２２の状態に応じて携帯式バッテリ装
置２の状態が遷移される。
【００８７】
　上記の構成によれば、ポジション切替えスイッチ３７によって第１ポジションが指示さ
れた場合には、第２ＵＳＢ端子２２に携帯機器４が接続されても、状態遷移は行われない
。また、ポジション切替えスイッチ３７によって第２ポジションが指示された場合には、
第１ＵＳＢ端子２１にパソコン１が接続されても、状態遷移は行われない。このため、第
１ＵＳＢ端子２１にパソコン１が接続され、第２ＵＳＢ端子２２に携帯機器４が接続され
た状態で、ポジション切替えスイッチ３７の操作によって通信経路（信号パスＡ，Ｂ）の
切替えが可能となる。
【００８８】
　以上本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明
は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能
であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００８９】
　１　パソコン
　２　携帯式バッテリ装置
　４　携帯機器
　２１　第１ＵＳＢ端子
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　２２　第２ＵＳＢ端子
　２３　制御部
　２４　ＵＳＢマイコン
　２５Ａ，２５Ｂ　ＵＳＢ切替えスイッチ
　２６　電流制御ブロック
　２７　給電電流制限回路
　２８　充電電流制限回路
　２９　二次電池
　３０　電圧変換回路
　３１　ＭＯＳＦＥＴ
　３２　電流検出ブロック
　３３　接続指示スイッチ
　３４　汎用マイコン
　３５　供給能力検出ブロック
　３６　消費電流検出ブロック
　３７　ポジション切替えスイッチ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】 【図６】
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