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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】電源アダプター、端末及び充電回路のインピー
ダンス異常の処理方法を提供する。
【解決手段】電源アダプター１０は、パワー変換ユニッ
ト１１と、充電インターフェース１２とを含む。パワー
変換ユニット１１は、充電インターフェース１２を介し
て、端末とともに充電回路を形成し、端末の電池に対し
て充電を行う。電源アダプターは、通信ユニット１３と
、検出ユニット１４と、異常処理ユニット１５とを更に
含む。通信ユニットは、電源アダプターが端末に対して
充電を行う時に、端末から電圧指示情報を受信し、電圧
指示情報は、端末により検出された電源アダプターの入
力電圧を示す。検出ユニットは、電源アダプターの出力
電圧を検出する。異常処理ユニットは、入力電圧と出力
電圧との差値に基づいて、充電回路のインピーダンスが
異常であるか否かを確定し、インピーダンスが異常であ
る場合に、保護状態に入らせる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
電源アダプターであって、
通信ユニットと、検出ユニットと、異常処理ユニットとを含み、
前記通信ユニットは、端末に対して充電を行う時、前記端末から電圧指示情報を受信する
のに用いられ、前記電圧指示情報は、前記端末により検出された前記電源アダプターの入
力電圧を指示し、
前記検出ユニットは、前記電源アダプターの出力電圧を検出するのに用いられ、
前記異常処理ユニットは、前記入力電圧と前記出力電圧とに基づいて、前記電源アダプタ
ーと前記端末との間の充電回路が接触不良によるインピーダンス異常であるか否かを確定
し、インピーダンス異常である時、前記充電回路を制御し、保護状態に進入させる、
ことを特徴とする電源アダプター。
【請求項２】
前記異常処理ユニットは、前記入力電圧と前記出力電圧との差値に基づいて、前記インピ
ーダンス異常のレベルを確定し、
前記異常処理ユニットは、前記レベルに基づいて、前記充電回路を制御し、当該レベルに
対応する保護状態に進入させる、
ことを含むことを特徴とする請求項１に記載の電源アダプター。
【請求項３】
前記異常処理ユニットは、前記充電回路を制御し、保護状態に進入させることは、充電回
路の電流を下げること、或いは、前記充電回路を遮断させることを含む、
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の電源アダプター。
【請求項４】
前記入力電圧は、前記端末の電池の両端で検出される電圧であり、前記充電回路のインピ
ーダンスは、前記電源アダプターの充電インターフェースから前記端末の電池までの線路
のインピーダンスである、
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の電源アダプター。
【請求項５】
前記電源アダプターは、警報装置を更に含み、
当該警報装置は、前記充電回路のインピーダンスが異常である時、ユーザに前記電源アダ
プターと前記端末とを接続し直すように気づかせる警報信号を生成するのに用いられる、
ことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の電源アダプター。
【請求項６】
前記通信ユニットは、前記充電回路のインピーダンスが異常である時、前記端末に前記充
電回路を制御して保護状態に進入させる充電保護指示情報を送信する、
ことを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の電源アダプター。
【請求項７】
前記電源アダプターの充電インターフェースは、電源線と、データケーブルとを含み、
前記電源アダプターと前記端末との間の充電回路は、前記充電インターフェースを介して
、端末と充電回路を形成し、前記端末の電池に対して充電を行うことは、具体的に、
前記電源アダプターと前記端末との間の充電回路は、前記充電インターフェースにおける
電源線と前記端末とにより形成され、前記端末の電池に対して充電を行うための充電回路
であり、
前記通信ユニットは、前記充電インターフェースにおけるデータケーブルを介して、前記
端末から前記電圧指示情報を受信することを含む、
ことを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載の電源アダプター。
【請求項８】
充電回路のインピーダンス異常の処理方法であって、
端末に対して充電を行う時、前記端末から電圧指示情報を受信し、前記電圧指示情報は、
前記端末により検出された電源アダプターの入力電圧を指示するステップと、
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前記電源アダプターの出力電圧を検出するステップと、
前記入力電圧と前記出力電圧とに基づいて、前記電源アダプターと前記端末との間の充電
回路が接触不良によるインピーダンス異常であるか否かを確定し、インピーダンス異常で
ある時、前記充電回路を制御し、保護状態に進入させるステップと、を含む、
ことを特徴とする充電回路のインピーダンス異常の処理方法。
【請求項９】
前記入力電圧と前記出力電圧とに基づいて、前記電源アダプターと前記端末との間の充電
回路が接触不良によるインピーダンス異常であるか否かを確定し、インピーダンス異常で
ある時、前記充電回路を制御し、保護状態に進入させるステップは、
前記入力電圧と前記出力電圧との差値に基づいて、前記インピーダンス異常のレベルを確
定するステップと、
前記レベルに基づいて、前記充電回路を制御し、当該レベルに対応する保護状態に進入さ
せるステップとを含む、
ことを特徴とする請求項８に記載の充電回路のインピーダンス異常の処理方法。
【請求項１０】
前記充電回路を制御し、保護状態に進入させるステップは、
充電回路の電流を下げること、或いは、前記充電回路を遮断させることを含む、
ことを特徴とする請求項８又は９に記載の充電回路のインピーダンス異常の処理方法。
【請求項１１】
前記入力電圧は、前記端末の電池の両端で検出される電圧であり、
前記充電回路のインピーダンスは、前記電源アダプターの充電インターフェースから前記
端末の電池までの線路のインピーダンスである、
ことを特徴とする請求項８又は９に記載の充電回路のインピーダンス異常の処理方法。
【請求項１２】
前記充電回路のインピーダンスが異常である時、ユーザに前記電源アダプターと前記端末
とを接続し直すように気づかせる警報信号を生成するステップを更に含む、
ことを特徴とする請求項８から１１のいずれかに記載の充電回路のインピーダンス異常の
処理方法。
【請求項１３】
前記充電回路のインピーダンスが異常である時、前記端末に前記充電回路を制御して保護
状態に進入させる充電保護指示情報を送信するステップを更に含む、
ことを特徴とする請求項８から１２のいずれかに記載の充電回路のインピーダンス異常の
処理方法。
【請求項１４】
前記端末から電圧指示情報を受信するステップは、
前記電源アダプターの前記充電インターフェースにおけるデータケーブルを介して、前記
端末から前記電圧指示情報を受信することを含む、
ことを特徴とする請求項８から１３のいずれかに記載の充電回路のインピーダンス異常の
処理方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明の実施例は、充電に関し、且つより具体的には、電源アダプター、端末及び充電
回路のインピーダンス異常の処理方法に関する。
　現在、多数の電子機器における電池は、電子機器の充電インターフェースを介して、外
部の電源アダプターに接続されることにより、充電を実現している。
【０００２】
　充電過程において、しばしば充電回路のインピーダンス異常の現象が発生しているが、
インピーダンス異常が発生する原因は様々であり、例えば、充電インターフェースにしっ
かり差し込んでないせいで接触不良を招く、電池両端における汚れが電池と電池両端との
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コネクターの接触不良を招く等が挙げられる。
【０００３】
　充電回路のインピーダンスに異常が発生する場合、もし続けて充電を行うと、例えば電
池や、電源アダプターや、端末などの充電装置を破損し、安全上の危険性が存在する。従
来の技術では充電回路のインピーダンス異常に対する検出及び処理が出来ず、充電過程に
おける安全性が比較的低い。
【０００４】
　本発明の実施例は、電源アダプター、端末及び充電回路のインピーダンス異常の処理方
法を提供することにより、充電過程における安全性を向上させる。
　第１の態様としては、電源アダプターを提供する。当該電源アダプターは、パワー変換
ユニットと充電インターフェースとを含む。前記パワー変換ユニットは、前記充電インタ
ーフェースを介して、端末とともに充電回路を形成し、前記端末の電池に対して充電を行
う。前記電源アダプターは、通信ユニットと、検出ユニットと、異常処理ユニットとを更
に含む。当該前記通信ユニットは、前記電源アダプターが前記端末に対して充電を行う時
に、前記端末から電圧指示情報を受信し、前記電圧指示情報は、前記端末により検出され
た前記電源アダプターの入力電圧を示するのに用いられる。当該検出ユニットは、前記電
源アダプターの出力電圧を検出するのに用いられる。当該異常処理ユニットは、前記入力
電圧と前記出力電圧との差値に基づいて、前記充電回路のインピーダンスが異常であるか
否かを確定し、前記充電回路のインピーダンスが異常である場合に、前記充電回路を制御
し、保護状態に入らせるために用いられる。
【０００５】
　第１の態様を結合して、第１の態様の一つの実施形態において、前記異常処理ユニット
が、前記入力電圧と前記出力電圧との差値に基づいて、前記充電回路のインピーダンスが
異常であるか否かを確定し、前記充電回路のインピーダンスが異常である場合に、前記充
電回路を制御し、保護状態に入らせるために用いられることは、具体的には、前記異常処
理ユニットが、前記差値に基づいて、前記インピーダンスのレベルを確定し、前記異常処
理ユニットが、前記インピーダンスのレベルに基づいて、前記充電回路を制御し、当該レ
ベルに対応する保護状態に入らせることを含む。
【０００６】
　第１の態様或いはその上記の実施形態の中での任意の一つを結合して、第１の態様の別
の実施形態において、前記電源アダプターの入力電圧及び前記電源アダプターの出力電圧
の検出位置は、各々前記充電インターフェースの両端に位置し、前記充電回路のインピー
ダンスは、具体的には、前記充電インターフェースにおける線路のインピーダンスを指す
。
【０００７】
　第１の態様或いはその上記の実施形態の中での任意の一つを結合して、第１の態様の別
の実施形態において、前記電源アダプターの入力電圧の検出位置は、前記端末の電池の両
端に位置し、前記充電回路のインピーダンスは、具体的には、前記電源アダプターから前
記端末の電池までの線路のインピーダンスを指す。
【０００８】
　第１の態様或いはその上記の実施形態の中での任意の一つを結合して、第１の態様の別
の実施形態において、前記電源アダプターは、警報装置を更に含む。当該警報装置は、前
記充電回路のインピーダンスが異常である場合に、警報信号を生成するのに用いられる。
【０００９】
　第１の態様或いはその上記の実施形態の中での任意の一つを結合して、第１の態様の別
の実施形態において、前記充電回路のインピーダンスに異常が発生した場合に、前記通信
ユニットは、前記端末に充電保護指示情報を送信し、前記端末に前記充電回路を制御し、
保護状態に入らせることを指示する。
【００１０】
　第１の態様或いはその上記の実施形態の中での任意の一つを結合して、第１の態様の別
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の実施形態において、前記充電インターフェースは、電源線と、データケーブルとを含む
。前記パワー変換ユニットが、前記充電インターフェースを介して、端末とともに充電回
路を形成し、前記端末の電池に対して充電を行うことは、具体的には、前記パワー変換ユ
ニットが、前記充電インターフェースにおける電源線を介して、前記端末と充電回路を形
成し、前記端末の電池に対して充電を行うことを含む。前記通信ユニットが、前記端末か
ら電圧指示情報を受信することは、具体的には、前記通信ユニットが、前記充電インター
フェースにおけるデータケーブルを介して、前記端末から前記電圧指示情報を受信するこ
とを含む。
【００１１】
　第２の態様としては、端末を提供する。当該端末は、電池と、充電インターフェースと
を含む。前記端末は、前記充電インターフェースを介して、電源アダプターと充電回路を
形成し、前記電池に対して充電を行い、前記端末は、検出ユニットと、通信ユニットと、
異常処理ユニットとを更に含む。その中で、前記電源アダプターが前記端末に対して充電
を行う時に、前記検出ユニットは、前記電源アダプターの入力電圧を検出する。前記通信
ユニットは、前記電源アダプターに電圧指示情報を送信し、前記電圧指示情報は、前記検
出ユニットが検出した前記電源アダプターの入力電圧を示す。前記電源アダプターが、前
記電源アダプターの出力電圧と前記電源アダプターの入力電圧との差値に基づいて、前記
充電回路のインピーダンスに異常が発生したと確定すると、前記通信ユニットは、前記電
源アダプターから充電保護指示情報を受信する。前記異常処理ユニットは、前記充電保護
指示情報の指示に基づいて前記充電回路を制御し、保護状態に入らせる。
【００１２】
　第２の態様を結合して、第２の態様の実施形態において、前記充電インターフェースは
、電源線と、データケーブルとを含む。前記端末が、前記充電インターフェースを介して
、電源アダプターとともに充電回路を形成し、前記電池に対して充電を行うことは、具体
的には、前記端末が、前記充電インターフェースにおける電源線を介して、前記電源アダ
プターとともに充電回路を形成し、前記電池に対して充電を行うことを含む。前記通信ユ
ニットが、前記電源アダプターに電圧指示情報を送信することは、具体的には、前記通信
ユニットが、前記充電インターフェースにおけるデータケーブルを介して、前記電源アダ
プターに前記電圧指示情報を送信することを含む。
【００１３】
　第２の態様或いはその上記の実施形態の中での任意の一つを結合して、第２の態様の別
の実施形態において、前記電源アダプターの入力電圧及び前記電源アダプターの出力電圧
の検出位置は、各々前記充電インターフェースの両端に位置し、前記充電回路のインピー
ダンスは、具体的には、前記充電インターフェースにおける線路のインピーダンスを指す
。
【００１４】
　第２の態様或いはその上記の実施形態の中での任意の一つを結合して、第２の態様の別
の実施形態において、前記検出ユニットは、前記電池の両端で前記電源アダプターの入力
電圧を検出する。前記充電回路のインピーダンスは、具体的には、前記電源アダプターか
ら前記端末の電池までの線路のインピーダンスを指す。
【００１５】
　第２の態様或いはその上記の実施形態の中での任意の一つを結合して、第２の態様の別
の実施形態において、前記端末は、警報装置を更に含む。当該警報装置は、前記充電回路
のインピーダンスが異常である場合に、警報信号を生成するのに用いられる。
【００１６】
　第３の態様としては、充電回路のインピーダンス異常の処理方法を提供する。当該方法
は、電源アダプターが端末に対して充電を行う時に、前記電源アダプターが、前記端末か
ら電圧指示情報を受信し、前記電圧指示情報が、前記端末により検出された前記電源アダ
プターの入力電圧を示し、前記電源アダプターが、前記電源アダプターの出力電圧を検出
し、前記電源アダプターが、前記入力電圧と前記出力電圧との差値に基づいて、前記充電
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回路のインピーダンスが異常であるか否かを確定し、前記充電回路のインピーダンスが異
常である場合に、前記充電回路を制御し、保護状態に入らせることを含む。
【００１７】
　第３の態様を結合して、第３の態様の一つの実施形態において、前記電源アダプターが
、前記入力電圧と前記出力電圧との差値に基づいて、前記充電回路のインピーダンスが異
常であるか否かを確定し、前記充電回路のインピーダンスが異常である場合に、前記充電
回路を制御し、保護状態に入らせることは、前記電源アダプターが、前記差値に基づいて
、前記インピーダンスのレベルを確定し、前記電源アダプターが、前記インピーダンスの
レベルに基づいて、前記充電回路を制御し、当該レベルに対応する保護状態に入らせるこ
とを含む。
【００１８】
　第３の態様或いはその上記の実施形態中での任意の一つを結合して、第３の態様の別の
実施形態において、前記電源アダプターは、充電インターフェースを介して、前記端末に
対して充電を行い、且つ前記電源アダプターの入力電圧及び前記電源アダプターの出力電
圧の検出位置は、各々前記充電インターフェースの両端に位置し、前記充電回路のインピ
ーダンスは、具体的には、前記充電インターフェースにおける線路のインピーダンスを指
す。
【００１９】
　第３の態様或いはその上記の実施形態中での任意の一つを結合して、第３の態様の別の
実施形態において、前記電源アダプターの入力電圧の検出位置は、前記端末の電池の両端
に位置し、前記充電回路のインピーダンスは、具体的には、前記電源アダプターから前記
端末の電池までの線路のインピーダンスを指す。
【００２０】
　第３の態様或いはその上記の実施形態中での任意の一つを結合して、第３の態様の別の
実施形態において、前記方法は、前記電源アダプターが、警報信号を生成し、前記充電回
路のインピーダンスが異常であることを指示することを更に含む。
【００２１】
　第３の態様或いはその上記の実施形態中での任意の一つを結合して、第３の態様の別の
実施形態において、前記方法は、前記充電回路のインピーダンスに異常が発生した場合に
、前記電源アダプターが、前記端末に充電保護指示情報を送信し、前記端末に前記充電回
路を制御し、保護状態に入らせるよう指示することを更に含む。
【００２２】
　第３の態様或いはその上記の実施形態中での任意の一つを結合して、第３の態様の別の
実施形態において、前記電源アダプターは、充電インターフェースを介して、前記端末に
対して充電を行う。前記充電インターフェースは、データケーブルと、電源線とを含む。
前記電源アダプターは、前記充電インターフェースにおける電源線を介して、前記端末に
対して充電を行う。前記電源アダプターが、前記端末から電圧指示情報を受信することは
、前記電源アダプターが、前記充電インターフェースにおけるデータケーブルを介して、
前記端末から電圧指示情報を受信することを含む。
【００２３】
　第４の態様としては、充電回路のインピーダンス異常の処理方法を提供する。当該方法
は、電源アダプターが端末に対して充電を行う時に、前記端末が、前記電源アダプターの
入力電圧を検出し、前記端末が、前記電源アダプターに電圧指示情報を送信し、前記電圧
指示情報が、前記端末により検出された前記電源アダプターの入力電圧を示し、前記電源
アダプターが、前記電源アダプターの出力電圧と前記電源アダプターの入力電圧との差値
に基づいて、前記充電回路のインピーダンスに異常が発生したと確定すると、前記端末が
、前記電源アダプターから充電保護指示情報を受信し、前記端末が、前記充電保護指示情
報の指示に基づいて、前記充電回路を制御し、保護状態に入らせることを含む。
【００２４】
　第４の態様を結合して、第４の態様の一つの実施形態において、前記充電インターフェ
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ースは、電源線と、データケーブルとを含む。前記電源アダプターは、前記充電インター
フェースにおける電源線を介して、前記端末に対して充電を行い、前記端末が、前記電源
アダプターに電圧指示情報を送信することは、前記端末が、前記充電インターフェースに
おけるデータケーブルを介して、前記電源アダプターに前記電圧指示情報を送信すること
を含む。
【００２５】
　第４の態様或いはその上記の実施形態の中での任意の一つを結合して、第４の態様の別
の実施形態において、前記電源アダプターの入力電圧及び前記電源アダプターの出力電圧
の検出位置は、各々前記充電インターフェースの両端に位置し、前記充電回路のインピー
ダンスは、具体的には、前記充電インターフェースにおける線路のインピーダンスを指す
。
【００２６】
　第４の態様或いはその上記の実施形態の中での任意の一つを結合して、第４の態様の別
の実施形態において、前記電源アダプターの入力電圧の検出位置は、前記端末の電池の両
端に位置し、前記充電回路のインピーダンスは、具体的には、前記電源アダプターから前
記端末の電池までの線路のインピーダンスを指す。
【００２７】
　第４の態様或いはその上記の実施形態の中での任意の一つを結合して、第４の態様の別
の実施形態において、前記方法は、前記充電回路のインピーダンスが異常である場合に、
前記端末警報信号を生成することを更に含む。
【００２８】
　本発明の実施例において、電源アダプターは、端末との通信を介して、端末により検出
された電源アダプターの入力電圧を取得し、電源アダプターは、自身が検出した電源アダ
プターの出力電圧と端末により検出された電源アダプターの入力電圧との差値に基づいて
、充電回路のインピーダンスに異常が発生したか否かを確定し、充電回路のインピーダン
スに異常が発生した場合には、充電回路を制御し、保護状態に進入させることにより、充
電過程における安全性を向上させる。
【００２９】
　本発明の実施例の技術方案をより明らかに説明するために、以下、本発明の実施例に必
要な図面に対する簡単な紹介を行うことにする。理解できるのは、下記の説明はただ本発
明の一部の実施例であり、当業者であれば、創造的な労働を行わない前提で、これらの図
面に基づいて他の図面を更に取得することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施例における電源アダプターの例示的なブロック図である。
【図２】本発明の実施例における端末の例示的なブロック図である。
【図３】本発明の実施例における充電回路のインピーダンス異常の処理方法の例示的なフ
ローチャートである。
【図４】本発明の実施例における充電回路のインピーダンス異常の処理方法の例示的なフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施例に係る図面を参照しながら、本発明の実施例における技術方案を
より明らかに、且つ全面的に説明することにする。理解されるように、説明される実施例
は、本発明の一部の実施例であり、全部の実施例ではない。本発明における実施例に基づ
いて、当業者により創造的な労働を行わない前提で取得されたすべての他の実施例は、い
ずれも本発明の保護範囲に属する。
【００３２】
　図１は、本発明の実施例における電源アダプターの例示的なブロック図である。図１の
電源アダプター１０は、パワー変換ユニット１１と、充電インターフェース１２とを含む
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。パワー変換ユニット１１は、充電インターフェース１２を介して、端末と充電回路を形
成し、端末の電池に対して充電を行う。電源アダプター１０は、通信ユニット１３と、検
出ユニット１４と、異常処理ユニット１５とを更に含む。
【００３３】
　通信ユニット１３は、電源アダプターが端末に対して充電を行う時に、端末から電圧指
示情報を受信し、電圧指示情報は、端末により検出された電源アダプターの入力電圧を示
すのに用いられる。
【００３４】
　検出ユニット１４は、電源アダプター１０の出力電圧を検出するのに用いられる。
　異常処理ユニット１５は、入力電圧と出力電圧との差値に基づいて、充電回路のインピ
ーダンスが異常であるか否かを確定し、充電回路のインピーダンスが異常である場合に、
充電回路を制御し、保護状態に入らせるのに用いられる。
【００３５】
　本発明の実施例において、電源アダプターは、端末との通信を介して、端末により検出
された電源アダプターの入力電圧を取得し、電源アダプターは、自身が検出した電源アダ
プターの出力電圧と端末により検出された電源アダプターの入力電圧との差値に基づいて
、充電回路のインピーダンスに異常が発生したか否かを確定し、充電回路のインピーダン
スに異常が発生した場合には、充電回路を制御し、保護状態に入らせることにより、充電
過程における安全性を向上させる。
【００３６】
　理解すべきなのは、上記の異常処理ユニット１５が、充電回路を制御し、保護状態に入
らせることは、異常処理ユニット１５が電源アダプター１０の出力電圧を下げること、異
常処理ユニット１５が電源アダプター１０の出力電流を下げること、或いは異常処理ユニ
ット１５が充電回路を遮断することを含むことができる。
【００３７】
　任意選択的に、一つの実施例として、上記の異常処理ユニット１５が入力電圧と出力電
圧との差値に基づいて、充電回路のインピーダンスが異常であるか否かを確定し、充電回
路のインピーダンスが異常である場合に、充電回路を制御し、保護状態に入らせることは
、具体的には、異常処理ユニット１５が、電源アダプターの入力電圧と出力電圧との差値
に基づいて、充電回路のインピーダンスのレベルを確定し、異常処理ユニット１５は、当
該インピーダンスのレベルに基づいて、充電回路を制御し、当該レベルに対応する保護状
態に入らせることを含む。
【００３８】
　例えば、電源アダプターの入力電圧と出力電圧との差値とインピーダンスレベルとの対
応関係を予め設定することができ、異常処理ユニット１５が電源アダプターの入力電圧と
電源アダプターの出力電圧との実際の差値を確定した時に、上記の対応関係を利用して当
該実際差値に対応するインピーダンスレベルを見つけられる。異なるインピーダンスレベ
ルは、異なる保護状態に対応でき、例えば、インピーダンスレベルは、「低い」、「普通
」、「高い」に分かれる。インピーダンスレベルが「低い」である場合、充電回路を制御
して続いて大電流で充電を行わせることができ、インピーダンスレベルが「普通」である
場合、充電回路を制御して小電流で充電を行わせることができ、インピーダンスレベルが
「高い」である場合、充電回路が遮断されるように制御できる。
【００３９】
　説明すべきなのは、本発明の実施例は、電源アダプターが出力電圧を検出する位置及び
端末は、電源アダプターの入力電圧を検出する位置に対する具体的な限定をせず、異なる
需要に基づいて定めることができる。
【００４０】
　例えば、電源アダプターの入力電圧及び電源アダプターの出力電圧の検出位置は、各々
充電インターフェースの両端に位置し、充電回路のインピーダンスは、具体的には、充電
インターフェースにおける線路のインピーダンスを指す。理解すべきなのは、上記の電源
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アダプターの入力電圧及び電源アダプターの出力電圧の検出位置が、各々充電インターフ
ェースの両端に位置することは、具体的には、端末が、充電インターフェースの一方の側
で電源アダプターの入力電圧を検出し、電源アダプターが、充電インターフェースの他方
の側で電源アダプターの出力電圧を検出することを指す。上記の電源アダプターの入力電
圧及び電源アダプターの出力電圧の検出位置が、各々充電インターフェースの両端に位置
することは、具体的には、電源アダプターが出力電圧を検出する位置及び端末が電源アダ
プターの入力電圧を検出する位置が、両方を接続する充電インターフェースに近付いてい
ることを指す。両方が検出した電圧の低下が異常である場合、充電インターフェースにお
ける線路インピーダンスの異常のせいでもたらされたと推論できる。
【００４１】
　別の例として、電源アダプターの入力電圧の検出位置は、電池の両端に位置し、充電回
路のインピーダンスは、具体的には、電源アダプターから端末の電池までの線路のインピ
ーダンスを指す。電源アダプターの入力電流は、端末における各装置を経て、最終的に電
池の両端に達するため、端末が電池の両端で電源アダプターの入力電圧を検出する時に、
電源アダプターの入力電圧と出力電圧との差値は、充電回路全体のインピーダンスを示す
ことができる。
【００４２】
　任意選択的に、一つの実施例として、電源アダプター１０は、警報装置を更に含む。当
該警報装置は、充電回路のインピーダンスが異常である場合に、警報信号を生成するのに
用いられる。当該警報装置は、音声警報装置であっても良いし、インジケータランプであ
っても良い。充電回路のインピーダンスは、充電インターフェースにおける線路のインピ
ーダンスである場合を例として、警報装置が警報を発する時に、当該充電インターフェー
スの接触不良であることを表し、ユーザに電源アダプターと端末との間の充電インターフ
ェースを接続し直すように気づかせることができる。
【００４３】
　任意選択的に、一つの実施例として、充電回路のインピーダンスに異常が発生した場合
に、通信ユニット１３は、端末に充電保護指示情報を送信し、端末に充電回路を制御し、
保護状態に入らせることを指示する。
【００４４】
　本発明の実施例において、充電回路のインピーダンスに異常が発生した場合に、電源ア
ダプターは、主動的に充電回路を制御し、保護状態に入らせるばかりでなく、端末にも充
電回路を制御することを通知し、保護状態に入らせる。これにより、たとえ電源アダプタ
ーの異常処理ユニットが有効でなくなり、充電回路を制御して保護状態に入らせることが
出来なくなったとしても、依然として端末により充電回路を制御し、保護状態に入らせる
ことができ、充電過程における安全性を更に向上させる。
【００４５】
　任意選択的に、一つの実施例として、充電インターフェース１２は、電源線と、データ
ケーブルとを含む。パワー変換ユニット１１が、充電インターフェース１２を介して、端
末とともに充電回路を形成し、端末の電池に対して充電を行うことは、具体的には、パワ
ー変換ユニット１１が、充電インターフェース１２における電源線を介して、端末とで充
電回路を形成し、端末の電池に対して充電を行うことを含む。通信ユニット１３が、電源
アダプター１０が端末に対して充電を行う時に、端末から電圧指示情報を受信するのに用
いられることは、具体的には、通信ユニット１３が、充電インターフェース１２における
データケーブルを介して、端末から電圧指示情報を受信することを含む。
【００４６】
　例えば、充電インターフェースは、ＵＳＢ(Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕ
ｓ、ユニバーサルシリアルバス)インターフェース或いはｍｉｃｒｏ　ＵＳＢインターフ
ェースであり、上記の電源線は、ＵＳＢインターフェースにおける電源線、例えば、＋５
Ｖ及び－５Ｖ電源線等であり、上記のデータケーブルは、ＵＳＢインターフェースにおけ
るデータケーブル、例えば、Ｄ＋線及びＤ－線などである。
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【００４７】
　図２は、本発明の実施例における端末の例示的なブロック図である。図２の端末２０は
、電池２１と、充電インターフェース２２とを含む。端末２０は、充電インターフェース
２２を介して、電源アダプターとともに充電回路を形成し、電池２１に対して充電を行う
。端末は、検出ユニット２３と、通信ユニット２４と、異常処理ユニット２５とを更に含
む。その中で、電源アダプターが端末２０に対して充電を行う時に、検出ユニット２３は
、電源アダプターの入力電圧を検出する。
【００４８】
　通信ユニット２４は、電源アダプターに電圧指示情報を送信し、電圧指示情報は、検出
ユニット２３が検出した電源アダプターの入力電圧を示す。
　電源アダプターが、電源アダプターの出力電圧と電源アダプターの入力電圧との差値に
基づいて、充電回路のインピーダンスに異常が発生したと確定すると、通信ユニット２４
は、電源アダプターから充電保護指示情報を受信する。
【００４９】
　異常処理ユニット２５は、充電保護指示情報の指示に基づいて、充電回路を制御し、保
護状態に入らせる。
　本発明の実施例において、端末は、充電過程において電源アダプターとの通信を行い、
電源アダプターに自分が検出した電源アダプターの入力電圧を送信することにより、電源
アダプターが出力電圧と入力電圧との差値に基づいて、充電回路のインピーダンスに異常
が発生したか否かを確定できるようにする。充電回路のインピーダンスに異常が発生した
場合、端末は、電源アダプターから充電保護指示情報を受信してから、充電回路を制御し
、保護状態に入らせることにより、充電過程における安全性を向上させる。
【００５０】
　任意選択的に、一つの実施例として、充電インターフェース２２は、電源線と、データ
ケーブルとを含む。端末２０が、充電インターフェース２２を介して、電源アダプターと
ともに充電回路を形成し、電池２１に対して充電を行うことは、具体的には、端末２０が
、充電インターフェース２２における電源線を介して、電源アダプターともに充電回路を
形成し、電池２１に対して充電を行うことを含む。通信ユニット２４が、電源アダプター
に電圧指示情報を送信することは、具体的には、通信ユニット２４が、充電インターフェ
ース２２におけるデータケーブルを介して、電源アダプターに電圧指示情報を送信するこ
とを含む。
【００５１】
　例えば、充電インターフェースは、ＵＳＢ(Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕ
ｓ、ユニバーサルシリアルバス)インターフェース或いはｍｉｃｒｏ　ＵＳＢインターフ
ェースであり、上記の電源線は、ＵＳＢインターフェースにおける電源線、例えば、＋５
Ｖ及び－５Ｖ電源線等であり、上記のデータケーブルは、ＵＳＢインターフェースにおけ
るデータケーブル、例えば、Ｄ＋線及びＤ－線などである。
【００５２】
　説明すべきなのは、本発明の実施例は、電源アダプターがその出力電圧を検出する位置
、及び端末が電源アダプターの入力電圧を検出する位置に対する具体的な限定をせず、異
なる需要に基づいて定められる。
【００５３】
　例えば、電源アダプターの入力電圧及び電源アダプターの出力電圧の検出位置は、各々
充電インターフェースの両端に位置し、充電回路のインピーダンスは、具体的には、充電
インターフェースにおける線路のインピーダンスを指す。上記の電源アダプターの入力電
圧及び電源アダプターの出力電圧の検出位置が、各々充電インターフェースの両端に位置
することは、具体的には、電源アダプターが出力電圧を検出する位置及び端末が電源アダ
プターの入力電圧を検出する位置が、両方を接続する充電インターフェースに近付いてい
ることを指す。両方が検出した電圧の低下が異常である場合、充電インターフェースにお
ける線路インピーダンスの異常のせいでもたらされたと推論できる。
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【００５４】
　別の例として、電源アダプターの入力電圧の検出位置は電池の両端に位置し、充電回路
のインピーダンスは、具体的には、電源アダプターから端末の電池までの線路のインピー
ダンスを指す。電源アダプターの入力電流は、端末における各装置を経て、最終的に電池
の両端に達するため、端末が電池の両端で電源アダプターの入力電圧を検出する時に、電
源アダプターの入力電圧と出力電圧との差値は、充電回路全体のインピーダンスを示すこ
とができる。
【００５５】
　任意選択的に、一つの実施例として、端末２０は、警報装置を更に含む。当該警報装置
は、充電回路のインピーダンスが異常である場合に、警報信号を生成するのに用いられる
。当該警報装置は、音声警報装置であっても良いし、インジケータランプであっても良い
。充電回路のインピーダンスは、充電インターフェースにおける線路のインピーダンスで
ある場合を例として、警報装置が警報を発する時に、当該充電インターフェースが接触不
良であることを表し、ユーザに電源アダプターと端末との間の充電インターフェースを接
続し直すように気づかせる。
【００５６】
　図３は、本発明の実施例の充電回路のインピーダンス異常の処理方法の例示的なフロー
チャートである。理解すべきなのは、図３の方法は、図１が示す端末により実行でき、重
複を避けるために、ここでは詳細に記述しないことにする。図３の方法は、下記のステッ
プ３１０～３３０を含む。
【００５７】
　ステップ３１０：電源アダプターが端末に対して充電を行う時に、電源アダプターが、
端末から電圧指示情報を受信し、電圧指示情報は、端末により検出された電源アダプター
の入力電圧を示す。
【００５８】
　ステップ３２０：電源アダプターが、電源アダプターの出力電圧を検出する。
　ステップ３３０：電源アダプターが、入力電圧と出力電圧との差値に基づいて、充電回
路のインピーダンスが異常であるか否かを確定し、充電回路のインピーダンスが異常であ
る場合、充電回路を制御し、保護状態に入らせる。
【００５９】
　本発明の実施例において、電源アダプターは、端末との通信を介して、端末により検出
された電源アダプターの入力電圧を取得し、電源アダプターは、自身が検出した電源アダ
プターの出力電圧と端末により検出された電源アダプターの入力電圧との差値に基づいて
、充電回路のインピーダンスに異常が発生したか否かを確定し、充電回路のインピーダン
スに異常が発生した場合には、充電回路を制御し、保護状態に入らせることにより、充電
過程における安全性を向上させる。
【００６０】
　任意選択的に、一つの実施例として、上記の電源アダプターが、入力電圧と出力電圧と
の差値に基づいて、充電回路のインピーダンスが異常であるか否かを確定し、充電回路の
インピーダンスが異常である場合に、充電回路を制御し、保護状態に入らせることは、電
源アダプターが、その入力電圧と出力電圧との差値に基づいて、充電回路のインピーダン
スのレベルを確定し、電源アダプターが、当該インピーダンスのレベルに基づいて、充電
回路を制御して、当該レベルに対応する保護状態に入らせることを含む。
【００６１】
　任意選択的に、一つの実施例として、電源アダプターは、充電インターフェースを介し
て、端末に対して充電を行い、且つ電源アダプターの入力電圧及び電源アダプターの出力
電圧の検出位置は、各々充電インターフェースの両端に位置し、充電回路のインピーダン
スは、具体的には、充電インターフェースにおける線路のインピーダンスを指す。
【００６２】
　任意選択的に、一つの実施例として、電源アダプターの入力電圧の検出位置は、電池の
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両端に位置し、充電回路のインピーダンスは、具体的には、電源アダプターから端末の電
池までの線路のインピーダンスを指す。
【００６３】
　任意選択的に、一つの実施例として、図３の方法は、電源アダプターが、警報信号を生
成し、充電回路のインピーダンス異常を指示することを更に含む。
　任意選択的に、一つの実施例として、図３の方法は、充電回路のインピーダンスに異常
が発生した場合に、電源アダプターが、端末に充電保護指示情報を送信し、端末に充電回
路を制御し、保護状態に入らせることを指示することを更に含む。
【００６４】
　任意選択的に、一つの実施例として、電源アダプターは、充電インターフェースを介し
て、端末に対して充電を行う。充電インターフェースは、データケーブルと、電源線とを
含む。電源アダプターは、充電インターフェースにおける電源線を介して、端末に対して
充電を行い、電源アダプターが、端末から電圧指示情報を受信することは、電源アダプタ
ーが、充電インターフェースにおけるデータケーブルを介して、端末から電圧指示情報を
受信することを含む。
【００６５】
　図４は、本発明の実施例における充電回路のインピーダンス異常の処理方法の例示的な
フローチャートである。理解すべきなのは、図４の方法は、図２における電源アダプター
により実行でき、重複を避けるために、ここでは、詳細に記述しないことにする。図４の
方法は、ステップ４１０～４４０を含む。
【００６６】
　ステップ４１０：電源アダプターが端末に対して充電を行う時に、端末が、電源アダプ
ターの入力電圧を検出する。
　ステップ４２０：端末が、電源アダプターに電圧指示情報を送信し、電圧指示情報は、
端末により検出された電源アダプターの入力電圧を示す。
【００６７】
　ステップ４３０：電源アダプターが、電源アダプターの出力電圧と端末により検出され
た電源アダプターの入力電圧との差値に基づいて、充電回路のインピーダンスに異常が発
生したと確定すると、端末は、電源アダプターから充電保護指示情報を受信する。
【００６８】
　ステップ４４０：端末が、充電保護指示情報の指示に基づいて、充電回路を制御し、保
護状態に入らせる。
　本発明の実施例において、端末は、電源アダプターと充電過程において通信を行い、電
源アダプターに自身が検出した電源アダプターの入力電圧を送信することにより、電源ア
ダプターが出力電圧と入力電圧との差値に基づいて、充電回路のインピーダンスに異常が
発生したか否かを確定できるようにする。充電回路のインピーダンスに異常が発生した場
合、端末は、電源アダプターから充電保護指示情報を受信してから、充電回路を制御し、
保護状態に入らせることにより、充電過程における安全性を向上させる。
【００６９】
　任意選択的に、一つの実施例として、充電インターフェースは、電源線と、データケー
ブルとを含む。電源アダプターは、充電インターフェースにおける電源線を介して、端末
に対して充電を行い、端末が、電源アダプターに電圧指示情報を送信することは、端末が
、充電インターフェースにおけるデータケーブルを介して、電源アダプターに電圧指示情
報を送信することを含む。
【００７０】
　任意選択的に、一つの実施例として、電源アダプターの入力電圧及び電源アダプターの
出力電圧の検出位置は、各々充電インターフェースの両端に位置し、充電回路のインピー
ダンスは、具体的には、充電インターフェースにおける線路のインピーダンスを指す。
【００７１】
　任意選択的に、一つの実施例として、電源アダプターの入力電圧の検出位置は電池の両
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端に位置し、充電回路のインピーダンスは、具体的には、電源アダプターから端末の電池
までの線路のインピーダンスを指す。
【００７２】
　任意選択的に、一つの実施例として、図４の方法は、充電回路のインピーダンスが異常
である場合に、端末が警報信号を生成することを更に含む。
　当業者にとって、本文において開示される実施例を結合しながら説明された各例示のユ
ニット及びアルゴリズムステップは、電子ハードウェア或いはコンピュータソフトウェア
、及び電子ハードウェアの結合によって実現できることが意識できる。これらの機能がハ
ードウェアで実行されるか、それともソフトウェアの方式で実行されるかは、技術方案の
特定応用及び設計の制約条件によって決まる。専門の技術者であれば、個々の特定の応用
に対して、異なる方法を使って説明された機能を実現することができるが、このような実
現は、本発明の範囲を超えていると理解されてはならない。
【００７３】
　当業者にとって、説明を便利に又は簡便にするために、上記の説明におけるシステム、
装置及びユニットの具体的な作業過程は、前述された方法の実施例における対応する過程
を参照出来ることが明確に理解できるため、ここでは、記述を繰り返さないことにする。
【００７４】
　本出願が提供するいくつかの実施例において、理解すべきなのは、掲示されたシステム
、装置及び方法は、他の方式を介して実現できる。例えば、以上において説明された装置
の実施例は、例示的なものに過ぎず、例えば、前記ユニットの区画は、ただロジック機能
の区画であり、実際に実現される場合には、他の区画方式を備えることができ、例えば、
複数のユニット或いはモジュールが別のもう一つのシステムに結合或いは集積されること
ができ、或いはある特徴は無視してもかまわなく、或いは実行しなくても差しさわりない
。もう一つは、示された或いは説明した相互のカップリングや、直接カップリングや、通
信接続は、いくつかのインターフェース、装置或いはユニットを通じた間接カップリング
或いは通信接続であって可能であり、電気的、機械的或いは他の形式であっても可能であ
る。
【００７５】
　前記の分離部材として説明されたユニットは、物理的に分かれていても、或いは物理的
に分かれていなくてもいずれも可能であり、ユニットとして示された部材は、物理ユニッ
トであっても、或いは物理ユニットでなくてもいずれも可能であり、即ち、一つの箇所に
位置されても可能であり、或いは、いくつかのネットワークユニットに分布されていても
可能である。実際の需要に基づいて、その中での一部或いは全部のユニットを選んで本実
施例の方案の目的を実現できる。
【００７６】
　その他、本発明の個々の実施例における各機能ユニットは、一つの処理ユニットに集積
されてもよく、個々のユニットが単独に物理的に存在してもよく、又は二つ或いは二つ以
上のユニットが一つのユニットの中に集積されていてもよい。
【００７７】
　前記機能がもしソフトウェア機能ユニットの形式で実現され、且つ独立の製品として販
売や使用される場合、コンピューターの読み出し可能な記憶媒体に保存されることができ
る。このような理解に基づいて、本発明の技術方案は、本質的に或いは従来の技術に対し
て貢献した部分或いは当該技術方案の部分は、ソフトウェア製品の形式で具現できる。当
該コンピューター製品は、一つの記憶媒体に記憶され、一つのコンピューター設備（パソ
コン、サーバー、或いはネットワーク設備等）が本発明の個々の実施例に記述された方法
の全部或いは一部のステップを実行するように、幾つかの指令を含む。前記の記憶媒体は
、ＵＳＢフラッシュディスク、モバイルハードディスク、読み出し専用メモリ(ＲＯＭ、
Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ)、ランダムアクセスメモリー(ＲＡＭ、Ｒａｎｄｏｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ)、ディスク或いはＣＤなどのプログラムコードを記憶で
きる媒体を含む。
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【００７８】
　以上、記述された内容は、本発明の具体的な実施方式に過ぎず、本発明の保護範囲はこ
れらに限定されない。当業者であれば、本発明が掲示する技術範囲において、変更或いは
改変を容易に考案することができ、その全てが本発明の保護範囲に含まれるべきである。
従って、本発明の保護範囲は、特許請求の範囲に準ずるべきである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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