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(57)【要約】
　装置は、携帯装置に接続される第１のコネクタと、電
源に接続される第２のコネクタとを備える。装置は、第
２のコネクタが電源コンセントに結合された電源アダプ
タに接続された場合には、第１のコネクタを介して第１
の充電電流を携帯装置に供給し、且つ第２のコネクタが
ホスト装置のユニバーサルシリアルバスポートに接続さ
れた場合には、第１のコネクタを介して第２の充電電流
を携帯装置に供給する回路網を更に備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置の充電に用いられるケーブルであって、
　ホスト装置のユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート又は電源コンセントに結合さ
れた電源アダプタに接続され、複数のピンを備えており、かつ、第１のピンが、前記ホス
ト装置の前記ＵＳＢポート又は前記電源アダプタから電力を受け取る第１のコネクタと、
　前記第１のコネクタに結合され、前記第１のコネクタの前記第１のピンに結合された少
なくとも１つのトランジスタを備えており、且つ前記第１のコネクタの前記第１のピンと
前記第１のコネクタのデータピンとの間に印加される電圧に基づいて、前記装置への充電
を有効化する充電イネーブラと、
　前記充電イネーブラに結合され、且つ前記充電イネーブラを介して前記装置に電力を供
給するよう構成された第２のコネクタと
　を備えることを特徴とするケーブル。
【請求項２】
　前記充電イネーブラは、
　前記第１のピンに結合された第１の抵抗器と、
　前記第１の抵抗器及び前記第１のコネクタのデータピンに結合された第２の抵抗器と
　を更に備えることを特徴とする請求項１に記載のケーブル。
【請求項３】
　前記トランジスタは、前記第１の抵抗器及び前記第２の抵抗器に結合されており、前記
充電イネーブラは、前記第１のコネクタが前記電源アダプタから電力を受け取る場合に、
第１の充電電流を前記装置に供給するよう構成されていることを特徴とする請求項２に記
載のケーブル。
【請求項４】
　前記トランジスタと並列に接続され、且つ前記第１のコネクタが前記ホスト装置の前記
ＵＳＢポートから電力を受け取る場合に、前記第１の充電電流よりも小さい第２の充電電
流を前記装置に供給する電流制限器を更に備えることを特徴とする請求項３に記載のケー
ブル。
【請求項５】
　前記第２の抵抗器は、前記トランジスタのゲートと前記第１のコネクタの前記データピ
ンとの間に接続され、前記トランジスタは、前記トランジスタの前記ゲートに少なくとも
第１の電圧が印加された場合に閉成するよう構成されていることを特徴とする請求項２に
記載のケーブル。
【請求項６】
　前記第１のコネクタが前記電源アダプタから電力を受け取ることで、前記第１の電圧が
印加されることを特徴とする請求項５に記載のケーブル。
【請求項７】
　前記第１のコネクタの接地ピンと前記第１のコネクタの第２のデータピンとの間に結合
された第３の抵抗器を更に備えることを特徴とする請求項２に記載のケーブル。
【請求項８】
　前記第１の抵抗器は約２，７００Ωの公称値を有しており、前記第２の抵抗器は約４，
７００Ωの公称値を有していることを特徴とする請求項２に記載のケーブル。
【請求項９】
　前記充電イネーブラは、
　前記第１のピンに結合された第１の抵抗器と、
　前記第１の抵抗器及び前記第１のコネクタの前記データピンに結合されたツェナーダイ
オードと
　を更に備えることを特徴とする請求項１に記載のケーブル。
【請求項１０】
　前記第１のコネクタは、前記ホスト装置の前記ＵＳＢポート又は前記電源アダプタと係
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合する雄ＵＳＢタイプＡコネクタを備えており、前記第２のコネクタは、前記装置のＵＳ
ＢタイプＢコネクタと係合するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の
ケーブル。
【請求項１１】
　携帯装置に接続される第１のコネクタと、
　ホスト装置のユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート又は電源コンセントに結合さ
れた電源アダプタに接続される第２のコネクタであって、該第２のコネクタの第１のピン
が、前記ホスト装置の前記ＵＳＢポート又は前記電源アダプタから電力を受け取る第２の
コネクタと、
　前記第２のコネクタの前記第１のピンに結合された回路網と、を備え、
　前記回路網は、
　前記第２のコネクタが前記電源アダプタに接続された場合には前記第１のコネクタを介
して第１の充電電流を前記携帯装置に供給し、
　前記第２のコネクタが前記ホスト装置の前記ＵＳＢポートに接続された場合には、前記
第１のコネクタを介して前記第１の充電電流よりも小さい第２の充電電流を前記携帯装置
に供給することを特徴とする装置。
【請求項１２】
　前記回路網は、
　前記第２のコネクタの前記第１のピンに結合された第１の抵抗器と、
　前記第１の抵抗器及び前記第２のコネクタの第２のピンに結合された第２の抵抗器又は
ツェナーダイオードのうち少なくとも一方と
　を備えることを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第２の抵抗器又はツェナーダイオードのうち少なくとも一方は、第２の抵抗器を備
えることを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第１の抵抗器は約２，７００Ωの値を有しており、前記第２の抵抗器は約４，７０
０Ωの値を有していることを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記回路網は、
　前記第１の抵抗器及び前記第２の抵抗器又は前記ツェナーダイオードのうちの少なくと
も一方に結合されたスイッチを更に備え、前記スイッチは、前記スイッチに供給される電
圧が閾値を超える場合に閉成するよう構成されていることを特徴とする請求項１２に記載
の装置。
【請求項１６】
　前記スイッチはトランジスタを備え、前記トランジスタは、前記トランジスタのゲート
の電圧が前記閾値を超える場合に閉成するよう構成されており、電流は、前記第２のコネ
クタの前記第１のピンから閉成した前記トランジスタを介して前記携帯装置に供給される
ことを特徴とする請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記第２のコネクタの前記第１のピンは電圧入力ピンに対応しており、前記第２のコネ
クタの前記第２のピンは第１のデータピンに対応しており、前記装置は、前記第２のコネ
クタの接地ピンと前記第２のコネクタの第２のデータピンとの間に結合された第３の抵抗
器を更に備えることを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１８】
　前記第２の抵抗器又はツェナーダイオードのうち少なくとも一方は、約３ボルトの定格
を有するツェナーダイオードを備えることを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１９】
　前記第１のコネクタは、前記携帯装置のＵＳＢタイプＢコネクタと係合するように構成
されており、前記第２のコネクタは、前記ホスト装置の前記ＵＳＢポート又は前記電源ア
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ダプタと係合する雄ＵＳＢタイプＡコネクタを備えることを特徴とする請求項１１に記載
の装置。
【請求項２０】
　前記回路網はプリント回路基板上に含まれていることを特徴とする請求項１１に記載の
装置。
【請求項２１】
　ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ホスト装置を備える第１の電源と電源コンセント
に結合された電源アダプタを備える第２の電源とを含む複数の電源のうちの１つの電源に
システムを接続する手段と、
　前記接続する手段が前記ＵＳＢホスト装置に接続された場合に、前記ＵＳＢホスト装置
からの第１の電流を供給する手段と、
　前記システムが前記電源アダプタに接続された場合に、前記電源アダプタからの前記第
１の電流よりも大きい第２の電流を供給する手段と
　を備えることを特徴とするシステム。
【請求項２２】
　前記接続する手段は、ＵＳＢトランシーバを含まないことを特徴とする請求項２１に記
載のシステム。
【請求項２３】
　ホスト装置のユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート又は電源コンセントに結合さ
れた電源アダプタに接続されるコネクタであって、該コネクタの第１のピンが、前記ホス
ト装置の前記ＵＳＢポート又は前記電源アダプタから電力を受け取るコネクタと、
　前記コネクタの前記第１のピンに結合された回路網と、を備え、
　前記回路網は、
　前記コネクタが前記電源アダプタに接続された場合には、第１の充電電流を装置に供給
し、
　前記コネクタが前記ホスト装置の前記ＵＳＢポートに接続された場合には、前記第１の
充電電流よりも小さい第２の充電電流を前記装置に供給するよう構成されていることを特
徴とする装置。
【請求項２４】
　前記装置は移動端末を含むことを特徴とする請求項２３に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に携帯装置に関し、特に携帯装置を充電することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　日々の生活の中で、移動端末などの通信装置は重要性を増している。例えば通信装置は
、通常、発呼及び着呼、テキストメッセージの送受信、インターネットの閲覧などの目的
で仕事場及び家庭で使用される。従って、そのような通信装置を充電しておき、利用可能
な状態に保っておくことは、ユーザにとって非常に重要である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　第１の面によれば、装置の充電に用いられるケーブルが提供される。ケーブルは、ホス
ト装置のユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート又は電源コンセントに結合された電
源アダプタに接続される第１のコネクタを備えており、該第１のコネクタは複数のピンを
備えており、第１のピンは、ホスト装置のＵＳＢポート又は電源アダプタから電力を受け
取るように構成されている。前記ケーブルは、前記第１のコネクタに結合された充電イネ
ーブラを更に備え、該充電イネーブラは、前記第１のコネクタの第１のピンに結合された
少なくとも１つのトランジスタを備える。前記充電イネーブラは、前記第１のコネクタの
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第１のピンと前記第１のコネクタのデータピンとの間に印加される電圧に基づいて装置へ
の充電を有効化するよう構成されている。前記ケーブルは、前記充電イネーブラに結合さ
れ且つ前記充電イネーブラを介して装置に電力を供給するよう構成された第２のコネクタ
を更に備える。
【０００４】
　前記充電イネーブラは、前記第１のピンに結合された第１の抵抗器と、該第１の抵抗器
及び該第１のコネクタのデータピンに結合された第２の抵抗器とを更に備える。
【０００５】
　更に、トランジスタが、前記第１の抵抗器及び第２の抵抗器に結合されており、前記充
電イネーブラは、前記第１のコネクタが電源アダプタから電力を受け取る場合に第１の充
電電流を装置に供給するよう構成されている。
【０００６】
　前記ケーブルは、前記トランジスタと並列に接続され且つ前記第１のコネクタがホスト
装置のＵＳＢポートから電力を受け取る場合には、第１の充電電流よりも小さい第２の充
電電流を装置に供給する電流制限器を更に備える。
【０００７】
　更に、前記第２の抵抗器は、前記トランジスタのゲートと前記第１のコネクタのデータ
ピンとの間に接続されており、前記トランジスタは、前記トランジスタのゲートに少なく
とも第１の電圧が印加された場合に閉成するように構成されている。
【０００８】
　更に、前記第１のコネクタが電源アダプタから電力を受け取ることで、前記第１の電圧
が印加される。
【０００９】
　前記ケーブルは、前記第１のコネクタの接地ピンと前記第１のコネクタの第２のデータ
ピンとの間に結合された第３の抵抗器を更に備える。
【００１０】
　更に、第１の抵抗器は約２，７００Ωの公称値を有しており、第２の抵抗器は約４，７
００Ωの公称値を有している。
【００１１】
　前記充電イネーブラは、前記第１のピンに結合された第１の抵抗器と、該第１の抵抗器
及び前記第１のコネクタのデータピンに結合されたツェナーダイオードと、を更に備える
。
【００１２】
　更に、前記第１のコネクタは、ホスト装置のＵＳＢポート又は電源アダプタと係合する
雄ＵＳＢタイプＡコネクタを備えており、前記第２のコネクタは、装置のＵＳＢタイプＢ
コネクタと係合するように構成されている。
【００１３】
　別の面によれば、装置が提供される。該装置は、携帯装置に接続される第１のコネクタ
と、ホスト装置のユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート又は電源コンセントに結合
された電源アダプタに接続される第２のコネクタとを備え、前記第２のコネクタの第１の
ピンは、ホスト装置のＵＳＢポート又は電源アダプタから電力を受け取るよう構成されて
いる。前記装置は、第２のコネクタの第１のピンに結合された回路網を更に備える。回路
網は、前記第２のコネクタが電源アダプタに接続された場合には、前記第１のコネクタを
介して第１の充電電流を携帯装置に供給し、前記第２のコネクタがホスト装置のＵＳＢポ
ートに接続された場合には前記第１のコネクタを介して第１の充電電流よりも小さい第２
の充電電流を携帯装置に供給する。
【００１４】
　更に、前記回路網は、前記第２のコネクタの第１のピンに結合された第１の抵抗器と、
該第１の抵抗器及び前記第２のコネクタの第２のピンに結合された第２の抵抗器又はツェ
ナーダイオードのうち少なくとも一方とを備える。
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【００１５】
　更に、前記第２の抵抗器又はツェナーダイオードのうち少なくとも一方は、第２の抵抗
器を備える。
【００１６】
　更に、前記第１の抵抗器は約２，７００Ωの値を有しており、前記第２の抵抗器は約４
，７００Ωの値を有している。
【００１７】
　前記回路網は、前記第１の抵抗器及び前記第２の抵抗器又はツェナーダイオードのうち
少なくとも一方に結合されたスイッチを更に備えており、該スイッチは、スイッチに供給
される電圧が閾値を超えた場合に閉成するよう構成されている。
【００１８】
　更に、前記スイッチはトランジスタを備えており、該トランジスタは、トランジスタの
ゲートの電圧が閾値を超えた場合に閉成するよう構成されており、電流は、前記第２のコ
ネクタの第１のピンから閉成したトランジスタを介して携帯装置に供給される。
【００１９】
　更に、前記第２のコネクタの第１のピンは電圧入力ピンに対応しており、前記第２のコ
ネクタの第２のピンは第１のデータピンに対応している。前記装置は、前記第２のコネク
タの接地ピンと前記第２のコネクタの第２のデータピンとの間に結合された第３の抵抗器
を更に備えている。
【００２０】
　更に、前記第２の抵抗器又はツェナーダイオードのうち少なくとも一方は、約３Ｖの定
格を有するツェナーダイオードを備えている。
【００２１】
　更に、前記第１のコネクタは携帯装置のＵＳＢタイプＢコネクタと係合するように構成
されており、前記第２のコネクタはホスト装置のＵＳＢポート又は電源アダプタと係合す
る雄ＵＳＢタイプＡコネクタを備えている。
【００２２】
　更に、前記回路網はプリント回路基板上に含まれていてもよい。
【００２３】
　更に別の面によれば、システムが提供される。該システムは、ユニバーサルシリアルバ
ス（ＵＳＢ）ホスト装置を備える第１の電源と電源コンセントに結合された電源アダプタ
を備える第２の電源とを含む複数の電源のうちの１つの電源に該システムを接続する手段
を備える。該システムは、接続する手段がＵＳＢホスト装置に接続された場合に、該ＵＳ
Ｂホスト装置からの第１の電流を供給する手段を更に備える。該システムは、システムが
電源アダプタに接続された場合に、電源アダプタからの第１の電流よりも大きい第２の電
流を供給する手段を更に備える。
【００２４】
　更に、接続する手段はＵＳＢトランシーバを含まない。
【００２５】
　更に別の面によれば、装置が提供される。該装置は、ホスト装置のユニバーサルシリア
ルバス（ＵＳＢ）ポート又は電源コンセントに結合された電源アダプタに接続されるコネ
クタを備え、該コネクタの第１のピンは、ホスト装置のＵＳＢポート又は電源アダプタか
ら電力を受け取るよう構成されている。前記装置は、該コネクタの第１のピンに結合され
た回路網を更に備える。前記回路網は、前記コネクタが電源アダプタに接続された場合に
は、第１の充電電流を装置に供給し、前記コネクタがホスト装置のＵＳＢポートに接続さ
れた場合には、第１の充電電流よりも小さい第２の充電電流を装置に供給するよう構成さ
れている。
【００２６】
　更に、装置は移動端末を含んでいてもよい。
【図面の簡単な説明】
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【００２７】
　添付の図面を参照して説明する。図中、同一の図中符号により示される要素は、一貫し
て同様の要素を表すものとする。
【図１】図１は、通信装置の一例を示す図である。
【図２】図２は、例示的な一実施例に係る図１の通信装置を充電するために使用される装
置を示すブロック図である。
【図３Ａ】図３Ａは、図１の通信装置を充電するために図２の装置が使用された場合の例
示的な構成を示すブロック図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、図１の通信装置を充電するために図２の装置が使用された場合の例
示的な構成を示すブロック図である。
【図４】図１の通信装置の充電に関する処理の例を示す図である。
【図５】図１の通信装置の充電に関する処理の例を示す図である。
【図６】別の例示的な実施例に係る図１の通信装置を充電するために使用される装置を示
すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、添付の図面を参照しながら本発明の詳細な説明を行う。各図において、同一の図
中符号は同一の要素又は類似する要素を示すものとする。また、以下の詳細な説明は本発
明を限定するものではない。本発明の範囲は、添付の請求の範囲及びその均等物により定
義されるものとする。
【００２９】
　システム例
　図１は、本明細書に記載されたシステム及び方法と共に使用される通信装置１００の一
例を示す図である。例示的な一実施例において、通信装置１００は移動端末であってもよ
い。本明細書において使用される場合の用語「移動端末」には、マルチラインディスプレ
イを有する携帯無線電話又はマルチラインディスプレイのない携帯無線電話；携帯無線電
話をデータ処理機能、ファクシミリ機能及びデータ通信機能と組み合わせたパーソナル移
動通信システム（ＰＣＳ）端末；無線電話、ページャ、インターネット／イントラネット
アクセス、ウェブブラウザ、オーガナイザ、カレンダー及び／又は全地球測位システム（
ＧＰＳ）受信機が含まれうるパーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）；並びに無線電
話トランシーバを含む従来のラップトップ受信機及び／又はパームトップ受信機又は他の
機器が含まれるものとする。移動端末は「パーベイシブコンピューティング」装置と呼ば
れてもよい。
【００３０】
　図１に示すように、通信装置１００は筐体１１０、スピーカ１２０、ディスプレイ１３
０、制御ボタン１４０、キーパッド１５０、マイクロホン１６０及びコネクタ１７０を備
える。筐体１１０は、通信装置１００の構成要素を外側の要素から保護する。スピーカ１
２０は、通信装置１００のユーザに可聴情報を提供する。
【００３１】
　ディスプレイ１３０は、ユーザに視覚情報を提供する。例えば、ディスプレイ１３０は
、電話の着呼又は発呼及び／又は電子メール（Ｅメール）、インスタントメッセージ、シ
ョートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージなどの受信又は送信に関する情報を提供
する。発呼や種々のメディアの再生などの１つ以上の動作を通信装置１００に実行させる
ために、ユーザは、制御ボタン１４０を使用して通信装置１００を操作する。例えば、制
御ボタン２４０にはダイヤルボタン、終話ボタン、再生ボタンなどが含まれる。キーパッ
ド１５０には標準的な電話キーパッドが含まれる。マイクロホン１６０は、ユーザからの
可聴情報を受信する。
【００３２】
　コネクタ１７０は、通信装置１００を充電するために使用されるコネクタ又はインタフ
ェースである。例示的な一実施例において、コネクタ１７０は通信装置１００外からアク
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セス可能である。一実施例において、コネクタ１７０は従来のユニバーサルシリアルバス
（ＵＳＢ）タイプＢコネクタであってもよい。他の実施例において、コネクタ１７０は、
特定の通信装置１００に適合する専用コネクタであってもよい。コネクタ１７０は通信装
置１００の正面側に示されている。他の実施例において、コネクタ１７０は通信装置１０
０の底部、通信装置１００の背面、通信装置１００のいずれかの側面又は通信装置１００
の他の任意の部分に配置されていてもよい。
【００３３】
　実施例によっては、通信装置１００は、ＵＳＢトランシーバを含まない装置であっても
よい。その場合、以下に詳細に説明されるように、ＵＳＢトランシーバを使用することな
く通信装置１００を充電するために、ケーブル及び／又は回路網が使用されてもよい。こ
の場合のケーブルは、ＵＳＢトランシーバポートではなく、通信装置１００の充電ポート
に接続されることとなる。
【００３４】
　本明細書において、本発明の面は、通信装置１００のような携帯装置の充電及び／又は
給電について説明する。また、本明細書において説明するシステム及び方法は、他の装置
と通信するための種々の通信機能を含まないパーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ラップト
ップコンピュータ、ＰＤＡ、メディア再生装置（例えばＭＰＥＧオーディオレイヤ３（Ｍ
Ｐ３）プレーヤ、ビデオゲーム再生装置）などの充電を必要とする他の装置において実施
されてもよいことは理解されよう。
【００３５】
　図２は、例示的な一実施例に係る通信装置１００に給電し且つ／又は通信装置１００を
充電するための電源に結合された通信装置１００を示すブロック図である。図２に示すよ
うに、通信装置１００のコネクタ１７０は、回路網及びケーブル２１０に結合される。回
路網及びケーブル２１０は、本明細書においてケーブル２１０とも呼ばれる。ケーブル２
１０は電源２２０に更に結合される。
【００３６】
　例示的な一実施例において、ケーブル２１０には、ケーブル２１０が電源オン状態のＵ
ＳＢホスト装置に接続されているのか、あるいは壁コンセントなどの他の電源に例えば電
源アダプタ装置を介して接続されているのかを検出する回路網が配されている。すなわち
、ケーブル２１０には、電源２２０が電源オン状態のＵＳＢホスト装置であるのか、ある
いはケーブル２１０に結合される壁コンセント電源アダプタなどの別の電源であるのかを
検出する回路網が配されている。特定の電源２２０の種類に基づいて、ケーブル２１０で
は第１の充電電流（例えば１００ｍＡ以下）又は第２の充電電流（例えば１．８Ａ以上）
を通信装置１００に供給する。いずれの場合にも、以下に詳細に説明するように、通信装
置１００では、充電及び／又は動作のための適切な電力を受け取ることとなる。更に、通
信装置１００がＵＳＢトランシーバを含まない実施例の場合、ケーブル２１０の一端部は
通信装置１００の充電ポートに接続され、ケーブル２１０の他端部は、ＵＳＢホスト装置
のＵＳＢポート又は電源コンセントに差し込まれたアダプタ装置に接続される。そのよう
な場合、ケーブル２１０は、ＵＳＢホスト装置からの充電の際に許容されうる値を超える
電流が、通信装置１００に対してＵＳＢホスト装置から供給されることがないようにする
か、又は電源アダプタ装置からそれより大きな充電電流が供給されることがないようにす
る。
【００３７】
　先に説明したように、電源２２０は、通信装置１００に給電可能な電源、又は通信装置
１００を充電可能な電源を表している。例示的な一実施例において、電源２２０は、通信
装置１００などの周辺装置に給電するためのハブとして動作するラップトップコンピュー
タ、ＰＣ又は他の何らかの装置のようなホスト装置であってもよい。すなわち、電源２２
０は、通信装置１００を充電可能なホスト装置であってもよい。
【００３８】
　別の実施例において、電源２２０は、例えば壁コンセントに接続されるプラグ又はソケ
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ットを介して供給される従来の建物用電力と関連していてもよい。この場合、交流（ＡＣ
）－直流（ＤＣ）変換アダプタなどの電源アダプタが壁コンセントに差し込まれ、ＡＣ電
力はＤＣ電力に変換される。ＡＣ－ＤＣ変換（ＡＣ／ＤＣ）アダプタは、通信装置１００
への充電を可能にするためにケーブル２１０の一端部を受け入れるコネクタを更に備える
。本実施例においては、説明の便宜上、ＡＣ／ＤＣアダプタは電源２２０の一部であると
考えるものとする。いずれの場合にも、以下に詳細に説明するように、ケーブル２１０は
、通信装置１００に適切な充電電流が確実に供給されるよう機能する。
【００３９】
　図３Ａは、第１の実施例にかかるコネクタ１７０及びホスト装置３１０（本明細書にお
いてはハブ３１０とも呼ばれる）に結合されたケーブル２１０を示す例示的な詳細図であ
る。ホスト装置３１０は、通信装置１００を充電し且つ／又は通信装置１００に給電する
ための電源（すなわち電源２２０）として動作する電源オン状態の装置である。ハブ３１
０は、通信装置１００が受け取る電力を供給し且つ／又は通信装置１００を充電するラッ
プトップコンピュータ、ＵＳＢハブ又は別の装置であってもよい。場合によっては、通信
装置１００は、以下に詳細に説明するように、適正な充電電流を通信装置１００に確実に
供給する回路網を含むＵＳＢ型ケーブルを介してハブ３１０に接続されていてもよい。
【００４０】
　図３Ａに示すように、点線で示されるボックスの中の素子は、ケーブル２１０に含まれ
る構成要素に対応している。他の実施例において、それらの構成要素のうち１つ以上は、
ケーブル２１０に対して外側に配置されていてもよい。ケーブル２１０はコネクタ３２０
及び回路網３３０を備える。コネクタ３２０は、例えば４本のピンを有する雄ＵＳＢタイ
プＡコネクタを備える。あるいは、コネクタ３２０は、特定のハブ３１０及び／又は特定
の通信装置１００に適合する専用ケーブルを備えていてもよい。図３Ａにおいて、Ｖｂｕ
ｓピン３２２は、ハブ３１０から入力電圧を受け取るピンに対応し、接地（ＧＮＤ）ピン
３２４は接地ピンに対応し、Ｄ＋ピン３２６は、移動局へのデータ送信（ＤＴＭＳ）ピン
（例えばデータ出力）に対応し、Ｄ－ピン３２８は、移動局からのデータ受信（ＤＦＭＳ
）ピン（例えばデータ入力）に対応している。
【００４１】
　図３Ａの抵抗器Ｒ１は、コネクタ３２０の接地ピン３２４とＤ＋ピン３２６との間に接
続されている。例示的な一実施例において、抵抗器Ｒ１は５０Ωの公称値を有している。
抵抗器Ｒ１は、例えば短絡した場合の出力から通信装置１００を保護するために使用され
る。
【００４２】
　回路網３３０は、特定の状況に基づいて通信装置１００に適正な充電電流を供給するた
めの充電イネーブラとして動作する。例示的な一実施例において、回路網３３０は電流制
限器３３２と、電流制限器３３２と並列に接続されたトランジスタ（例えば電界効果トラ
ンジスタ（ＦＥＴ））３３４とを備える。電流制限器３３２は、ハブ３１０により供給さ
れ且つ電流制限器３２２を通って流れる電流を約１００ミリアンペア（ｍＡ）に制限する
。場合によっては、電流制限器３３２を通って流れる電流は、特定の状況及び特定のホス
ト装置３１０に基づいて２．５ｍＡ、５００マイクロアンペア（μＡ）など、他の値に制
限されてもよい。例示的な一実施例において、電流制限器３３２は、電流を所望の量に制
限するために選択した１つ以上の抵抗器を含んでいてもよい。あるいは、電流制限器３３
２は、電流を所望の量に制限するために使用される他の従来の素子を含んでいてもよい。
更に別の実施例において、電流制限器３３２は回路網３３０に含まれていなくてもよい。
【００４３】
　トランジスタ３３４は、以下に詳細に説明するように、ハブ３１０からの電力を電流制
限器３３２をバイパスして供給するために使用される。すなわち、以下に詳細に説明する
ように、トランジスタ３３４は、電流が電流制限器３３２をバイパスして電源２２０から
の電力を供給するために閉成されるスイッチとして動作してもよい。図３Ａでは、トラン
ジスタ３３４は、ＦＥＴとして示されている。トランジスタ３３４として、バイポーラ接
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合トランジスタ（例えばＰＮＰ型トランジスタ、ＮＰＮ型トランジスタ、ダーリントント
ランジスタなど）、あるいは他の種類のトランジスタ又はスイッチング素子が使用されて
もよいことは理解されよう。
【００４４】
　回路網３３０は、図３ＡにおいてＲ２及びＲ３として示される２つの抵抗器を更に備え
る。抵抗器Ｒ２及びＲ３は、コネクタ３２０のＶｂｕｓピン３２２とコネクタ３２０のＤ
－ピン３２８との間に接続されている。例示的な一実施例において、抵抗器Ｒ２は２，７
００Ωの公称値を有しており、抵抗器Ｒ３は４，７００Ωの公称値を有している。抵抗器
Ｒ２及びＲ３のそれらの値は、公称値から約＋５％又は－５％の範囲にあってもよい。他
の実施例において、抵抗器Ｒ２及びＲ３がトランジスタ３３４への所望の電圧の供給を助
けるために、特定の状況に基づいて、抵抗器Ｒ２及びＲ３は他の公称値を有していてもよ
いことは理解されよう。更に、別の実施例において、例えば３Ｖの定格を有するツェナー
ダイオードが抵抗器Ｒ３の代わりに使用されてもよい。
【００４５】
　ホスト３１０は抵抗器Ｒ４及びＲ５を備える。例示的な一実施例において、抵抗器Ｒ４
及びＲ５の公称値は、１４，０００Ω～２４，０００Ωの範囲にある。抵抗器Ｒ４はＤ＋
ピン３２６に接続され、抵抗器Ｒ５はＤ－ピン３２８に接続されている。図３Ａに示され
るように、抵抗器Ｒ４及びＲ５は、接地点にも接続されている。抵抗器Ｒ４及びＲ５は、
Ｄ＋ピン３２６及びＤ－ピン３２８の電圧を制限するためのプルダウン抵抗器として動作
する。
【００４６】
　ケーブル２１０は、コネクタ１７０を介してケーブル２１０を通信装置１００に接続す
るコネクタ（図示せず）を更に含んでいてもよい。先に説明したように、コネクタ１７０
はＵＳＢタイプＢコネクタであってもよい。その場合、コネクタ１７０は接地（ＧＮＤ）
ピン１７２、Ｄ＋ピン１７４、Ｄ－ピン１７６及び直流入出力（ＤＣＩＯ）ピン１７８を
備える。ケーブル２１０は、通信装置１００のＵＳＢタイプＢコネクタ１７０と係合する
対応するコネクタ（例えばＵＳＢコネクタ）を備えていてもよい。場合によっては、ケー
ブル２１０は、通信装置１００のコネクタ１７０と係合する専用ケーブルを備えていても
よい。
【００４７】
　ケーブル２１０は、以下に詳細に説明するように通信装置１００に電力を供給するよう
動作する。図３Ａに示される実施例において、図２の電源２２０はホスト装置３１０に対
応している（例えば、ホスト装置３１０は、通信装置１００に電力を供給するバッテリを
有する充電済み装置である）。あるいは電源２２０は、ＵＳＢポートを含むホスト装置３
１０に電力を供給する。いずれの場合にも、通信装置１００を充電し且つ／又は動作させ
るために、電力はホスト装置３１０から供給される。他の実施例において、ケーブル２１
０は、他の電源から通信装置１００に給電するために使用される。
【００４８】
　例えば、図３Ｂは、電源２２０が非ＵＳＢハブ装置であるような例示的な一実施例を示
している。本実施例において、電源２２０は、例えば従来の壁コンセントからの電力を表
している。場合によっては、電源２２０は、図３Ｂに示されるアダプタ３４０のようなア
ダプタを介してケーブル２１０に結合される。この場合、アダプタ３４０は、雄ＵＳＢタ
イプＡコネクタ（例えばコネクタ３２０）を受け入れ且つ電源コンセント（例えば壁コン
セント）に差し込まれるように構成された装置となる。アダプタ３４０は、従来の電源コ
ンセントを介して供給される交流（ＡＣ）を、通信装置１００を充電するのに使用される
直流（ＤＣ）に変換する。すなわち、アダプタ３４０はＡＣ／ＤＣアダプタであってもよ
い。そのような素子は従来と同様であり、ここでは詳細な説明を省略する。図３Ｂのその
他の素子は、先に図３Ａに関して説明した素子と同一又は同様である。しかし、図３Ｂの
実施例においては、電源オン状態のハブ３１０と一体化された抵抗器Ｒ４及びＲ５のよう
なプルダウン抵抗器は存在しない。本実施例において、コネクタ３２０がアダプタ３４０
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に接続された場合、コネクタ３２０のＤ＋ピン３２６及びＤ－ピン３２８は有効にジャン
パ又は短絡されうる。例えば、コネクタ３２０のＤ＋ピン３２６及びＤ－ピン３２８に対
応するアダプタ３４０のピンを互いに短絡することにより、コネクタ３２０のＤ＋ピン３
２６及びＤ－ピン３２８は有効に短絡される。
【００４９】
　図３Ｂに示される実施例は、通信装置１００を充電するためにＵＳＢホスト装置を利用
できない場合において通信装置１００を充電する場合に特に有用である。更に、本実施例
において、ケーブル２１０は、ＵＳＢトランシーバを含まない通信装置１００と関連して
使用されてもよい。いずれの場合にも、ケーブル２１０は、専用コネクタを使用すること
なく電源２２０からの電力を供給する。すなわち、ケーブル２１０をアダプタ３４０／電
源２２０及び通信装置１００に接続するために従来のコネクタを使用してもよい。
【００５０】
　図４は、図３Ａに示される構成における通信装置１００の充電に関する処理の一例を示
すフローチャートである。処理は、ユーザがハブ３１０から通信装置１００を充電するこ
と又は通信装置１００に給電することを望んだ場合に開始される。先に説明したように、
ハブ３１０は、ＵＳＢポートを含むラップトップコンピュータ、パーソナルコンピュータ
又は別の装置であってもよい。ユーザは、ケーブル２１０の一端部をハブ３１０のＵＳＢ
ポートに接続し、ケーブル２１０の他端部を通信装置１００のコネクタ１７０に接続する
（動作４１０）。先に説明したように、ハブ３１０は、コネクタ３２０のＤ＋ピン３２６
及びＤ－ピン３２８にそれぞれ結合されたプルダウン抵抗器Ｒ４及びＲ５を含むものとす
る。更に、Ｄ＋ピン３２６及びＤ－ピン３２８において許容される最大電圧は約３．６Ｖ
であるものとする。この場合、Ｄ＋ピン３２６及び／又はＤ－ピン３２８をコネクタ３２
０のＶｂｕｓピン３２２に直接接続すると、それらのピンの電圧が最大定格を超える結果
となるであろう。
【００５１】
　先に説明したように、回路網３３０は、コネクタ３２０のＤ－ピン３２８に直列に接続
されたプルアップ抵抗器Ｒ２及びＲ３を備える。従って、ハブ３１０からＶｂｕｓピン３
２２に電圧が供給された場合、トランジスタ３３４のゲートの電圧は、トランジスタ３３
４に電流を流すのには不十分である。このため、ホスト装置３１０の電源がオンされると
、ホスト装置３１０からの電流は電流制限器３３２を通って流れ、コネクタ１７０のＤＣ
ＩＯピン１７８に供給されることとなる（動作４２０）。ＤＣＩＯピン１７８は、通信装
置１００を充電するための電力を受け取るように構成されているものとする。次に、通信
装置１００はホスト装置３１０により給電及び／又は充電される（動作４３０）。本構成
において、充電電流は特定の電流制限器３３２に制限される。例えば、先に説明したよう
に、一実施例において、電流制限器３３２は充電電流を１００ｍＡに制限する。この相対
的に低い充電電流は、通信装置１００の充電に関する時間の長さが重大な問題ではない種
々の構成において適している。他の実施例において、電流制限器３３２は、特定のホスト
装置３１０及び特定の状況に基づいて、電流を２．５ｍＡ、５００μＡなどの他の値に制
限するようにしてもよい。
【００５２】
　更に、先に説明したように、実施例によっては、電流制限器３３２は回路網３３０に含
まれていなくてもよい。その場合、通信装置１００に供給される電流は、ホスト装置３１
０により供給される特定の電流に基づいて制限される。更に、通信装置１００がトランシ
ーバポートを含まない状況において、ケーブル２１０は、充電電流を適正な量（例えば１
００ｍＡ）に制限するよう動作する。すなわち、ケーブル２１０は、ＵＳＢハブ装置に接
続した場合に、許容される値よりも大きい電流が通信装置１００に対してホスト３１０か
ら供給されることがないように確実機能する。
【００５３】
　図５は、図３Ｂに示される構成における通信装置１００の充電に関する処理の例を示す
フローチャートである。処理は、壁コンセントを介する場合のように、非ＵＳＢハブ装置
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から通信装置を充電することをユーザが望んだ場合に開始される。この場合、充電を助け
るために、電源コンセントに差し込まれるＡＣ／ＤＣ変換器を含むアダプタ３４０が使用
される。例えば、先に説明したように、アダプタ３４０は壁コンセントに差し込まれてい
てもよく、例えば雄ＵＳＢタイプＡコネクタを受け入れるコネクタを更に含んでいてもよ
い。本構成において、ケーブル２１０の一端部（例えばコネクタ３２０）には雄ＵＳＢタ
イプＡコネクタが配されているものとする。従って、ユーザはＵＳＢタイプＡコネクタを
アダプタ３４０に差し込み、その後、アダプタ３４０を従来のコンセント（例えば壁コン
セント）に差し込む（動作５１０）。ユーザは、ケーブル２１０の他端部を通信装置１０
０のコネクタ１７０に更に接続する（動作５１０）。先に説明したように、コネクタ１７
０は、ＵＳＢトランシーバポート又は通信装置１００の充電ポートであってもよい。
【００５４】
　図３Ｂに示すように、アダプタ３４０及び／又は電源２２０は、プルダウン抵抗器を含
まない。すなわち、電源２２０は従来の壁コンセントであり、ＵＳＢハブ装置ではないた
め、本構成にはプルダウン抵抗器が含まれない。例示的な一実施例において、アダプタ３
４０に含まれる雌ＵＳＢコネクタのＤ＋ピン及びＤ－ピンは互いに短絡されている。この
ため、コネクタ３２０がアダプタ３４０に接続された場合にコネクタ３２０のＤ＋ピン３
２６及びＤ－ピン３２８は有効に短絡されることとなる。例示的な一実施例において、ケ
ーブル２１０がアダプタ３４０を介して電源２２０に接続された場合、電圧はコネクタ３
２０のＶｂｕｓピン３２２に供給される。
【００５５】
　例示的な一実施例において、電源２２０からアダプタ３４０を介してＶｂｕｓピン３２
２に電圧が供給された場合、トランジスタ３３４のゲートの電圧は約１．７５Ｖである。
この電圧がＶｂｕｓピン３２２を介してトランジスタ３３４のソースに印加された電圧に
加わると、トランジスタ３３４に電流が流れ、それにより、確実に電流制限器３３２をバ
イパスさせることとなる（動作５２０）。すなわち、トランジスタ３３４は、閉成したス
イッチとして有効に動作する。この結果、コネクタ３２０のＶｂｕｓピン３２２に電力が
供給されると、電流制限器３３２による電流の制限を伴うことなく、閉成したスイッチ（
例えばトランジスタ３３４）を介してコネクタ１７０のＤＣＩＯピン１７８に電流が流れ
ることとなる。
【００５６】
　先に説明したように、抵抗器Ｒ２は約２，７００Ωの公称値を有しており、抵抗器Ｒ３
は約４，７００Ωの公称値を有している。本構成では、それらの公称値を有する抵抗器を
配置することにより、電源２２０が電源コンセントである場合にあっては、通信装置１０
０に所望の充電電圧を供給し、また電源がホスト装置（すなわち図３Ａのホスト装置３１
０）である場合にあっては、通信装置１００に供給される電流を制限するようにトランジ
スタ３３４が制御されるため、ケーブル２１０は所望の電圧をトランジスタ３３４に供給
することができる。すなわち、抵抗器Ｒ２及びＲ３は、トランジスタ３３４を開成スイッ
チ又は閉成スイッチとして有効に動作させるためにトランジスタ３３４のゲート及び／又
はソースに適切な電圧を供給するよう動作する。これにより、通信装置１００を充電する
ために使用される特定の電源２２０に基づいて、適切な充電電流を通信装置１００に供給
することができる。
【００５７】
　例示的な一実施例において、ケーブル２１０がアダプタ３４０を介して電源２２０に接
続される場合、通信装置１００のＤＣＩＯピン１７８は、約２．５Ａの充電電流を受け取
る。通信装置１００がＵＳＢトランシーバを含まない状況において、充電電流（例えば本
構成においては２．５Ａ）は、ＵＳＢトランシーバポートではなく、通信装置１００の充
電ポートに供給される。すなわち、通信装置１００のＤＣＩＯポート１７８は、ＵＳＢト
ランシーバ又はＵＳＢトランシーバの一部ではない充電ポートと関連付けられる。
【００５８】
　いずれの場合にも、通信装置１００は、その後、電流制限器３３２をバイパスした電源
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２２０からの電流により給電及び／又は充電される（動作５３０）。これにより、従来の
構成と比較してはるかに迅速に通信装置１００を充電することができる。
【００５９】
　上述のように、ケーブル２１０は、ホスト装置３１０のようなＵＳＢハブへの接続と、
電源コンセント／壁コンセントなどの電源への接続とを有効に識別する回路網を備える。
ＵＳＢハブの場合、ケーブル２１０内の回路網は、ＵＳＢホスト装置により許容された適
正な充電電流（例えば１００ｍＡ）を供給する。アダプタ３４０を介して通信装置１００
に接続された電源コンセント／壁コンセントの場合、ケーブル２１０内の回路網は、通信
装置１００を更に速く充電するためにより大きな充電電流（例えば２．５Ａ以上）を供給
する。上記の各構成における特定の充電電流は、例えば各国の特定の国内／電力規格に従
って規定されていてもよい。各構成において、適切な充電電流は通信装置１００に供給さ
れる。
【００６０】
　先に説明した実施例では、ケーブル２１０は、従来の通信装置１００に適切な充電電流
を供給する回路網（例えば回路網３３０）を含む独立型の構成要素として説明した。他の
実施例において、ケーブル２１０の全体又は一部は他の装置内に配置されていてもよい。
例えば、例示的な一実施例において、充電イネーブル回路網の一部として示される素子（
例えば電流制限器３３２、トランジスタ３３４、抵抗器Ｒ１、Ｒ２及びＲ３）の全て又は
一部は、通信装置１００に含まれていてもよい。その場合、通信装置１００を電源２２０
に接続するために、電源２２０に接続する雄ＵＳＢタイプＡコネクタ及び通信装置１００
に接続するコネクタ（例えばＵＳＢタイプＢコネクタ）を有する従来のＵＳＢ型ケーブル
が使用されてもよい。言い換えれば、ホスト装置３１０を介する又はアダプタ３４０を介
する通信装置１００の充電を有効にするために使用される回路網の全て（又は一部）は、
充電される装置（例えば通信装置１００）に含まれていてもよい。
【００６１】
　更に別の実施例において、ケーブル２１０の中に示される素子の全て又は一部は、プリ
ント回路基板（ＰＣＢ）上に含まれていてもよい。例えば、図６は、先に説明した回路網
の全体又は一部がＰＣＢ上に含まれる一実施例を示している。図６に示すように、通信装
置１００のコネクタ１７０はＰＣＢ６１０に接続され、ＰＣＢ６１０は電源２２０に接続
される。本実施例において、回路網３３０の一部として示される素子（例えば電流制限器
３３２、トランジスタ３３４、抵抗器Ｒ１、Ｒ２及びＲ３）の全て又は一部は、ケーブル
２１０ではなく、ＰＣＢ６１０に含まれていてもよい。本実施例において、ケーブル接続
（すなわちケーブル２１０）と関連する不要な抵抗は、ＰＣＢ６１０の使用によって低減
及び／又は排除される。すなわち、相対的に短いケーブルでコネクタ１７０をＰＣＢ６１
０に接続することができる。ＰＣＢ６１０は、例えば雄ＵＳＢタイプＡコネクタを使用し
て電源２２０に接続されていてもよい。その場合、通信装置１００を電源２２０に接続す
るためにＰＣＢ６１０を使用することで、ケーブル２１０の物理的長さと関連する不要な
抵抗を低減させることができる。
【００６２】
　結論
　本明細書において説明した実施例によれば、電源オン状態のハブ装置及び従来の電源コ
ンセントを使用して装置を効率よく充電することができる。これにより、特定の構成にお
いては従来より速く充電できるようになり、他の構成においてはハブ装置を介して装置を
充電することができるようになる。
【００６３】
　更に、本明細書において説明した実施例によれば、供給する電流が過多になる危険又は
ＵＳＢホスト装置が過負荷になる危険がほとんど又は全くなく、ＵＳＢポートを介して装
置を充電することができるようになる。また、ＵＳＢハブ装置を介して装置を充電できる
と共に、装置にＵＳＢトランシーバを内蔵する必要がなくなり、電源コンセントに接続さ
れた従来の電源アダプタを介して装置を充電できるようになるという利点がある。その結
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果、ＵＳＢトランシーバ、ＵＳＢプロセッサ及び／又はＵＳＢトランシーバと関連する種
々のメモリ資源の使用と関連する費用を相当に節約することができる。
【００６４】
　以上の本発明の実施例の説明は例示及び説明のためのものであり、本発明を完全に説明
すること又は本発明を開示される厳密な形態に限定することを意図したものではない。上
記の教示に照らして変更及び変形は可能であり、あるいは本発明の実施に基づいて変更及
び変形をしてもよい。
【００６５】
　例えば、本明細書において説明される面は、通信装置１００などの携帯装置を電源に結
合するＵＳＢ型接続の使用に重点を置いている。他の場合には（先に説明したように）、
ＵＳＢトランシーバを含まない通信装置及び／又は電源に接続するために、ＵＳＢ型コネ
クタではないコネクタが使用されてもよい。更に、それらのコネクタは従来のコネクタで
あってもよい。
【００６６】
　更に、先に説明した例示的な実施例は、特定の値及び／又は定格を有する電流制限器、
抵抗器、トランジスタ、ツェナーダイオードなどの特定の回路網について言及した。他の
実施例においては、それらの素子は他の値及び／又は定格を有していてもよく、且つ／あ
るいは他の実施例において類似する機能を実現するために他の素子が使用されてもよいこ
とは理解されよう。
【００６７】
　更に、図４及び図５に関して一連の動作を説明したが、本発明と一致する他の実施例に
おいて、それらの動作の順序は変更されてもよい。また、互いに依存関係にない動作が並
行して実行されてもよい。
【００６８】
　例えばコンピュータ装置、セルラ通信装置／システム、方法及び／又はコンピュータプ
ログラム製品において先に説明した本発明の面が実現されてもよいことは当業者には明ら
かであろう。従って、本発明は、ハードウェア及び／又はソフトウェア（ファームウェア
、常駐ソフトウェア、マイクロコードなどを含む）により実現されてもよい。更に、本発
明の面は、命令実行システムにより又は命令実行システムと関連して使用するためにコン
ピュータ使用可能プログラムコード又はコンピュータ可読プログラムコードが実現されて
いるコンピュータ使用可能記憶媒体又はコンピュータ可読記憶媒体においてコンピュータ
プログラム製品の形態をとってもよい。本発明の原理と一致する面を実現するために使用
される実際のソフトウェアコード又は特殊化制御ハードウェアは、本発明を限定するもの
ではない。従って、本発明の面の動作及び挙動については、特定のソフトウェアコードを
参照することなく説明を行った。本明細書の説明に基づいてそれらの面を実現するために
、当業者がハードウェアを設計し且つハードウェアを制御することは可能であるものと解
される。
【００６９】
　更に、本発明の特定の部分は、１つ以上の機能を実行する「論理」として実現されても
よい。この論理には、プロセッサ、マイクロプロセッサ、特定アプリケーション向け集積
回路又はフィールドプログラマブルゲートアレイなどのハードウェア、ソフトウェアある
いはハードウェアとソフトウェアとの組み合わせが含まれる。
【００７０】
　本明細書において使用される場合の用語「備える」は、そこに挙げられている特徴、数
字、ステップ又は構成要素の存在を特定するものとして解釈されるが、１つ以上の他の特
徴、数字、ステップ、構成要素又はそれらの集合の存在又は追加を除外するものではない
ことは留意されるべきである。
【００７１】
　本明細書の説明において使用される素子、動作又は命令は、明示して指示のない限り、
本発明に決定的に重要である又は不可欠であると解釈されるべきではない。また、本明細
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書において使用されるように、単数形は、１つ以上の項目を含むことを意図している。な
お、１つの項目であることを意図した場合には、用語「１つの（ｏｎｅ）」又はそれに類
似する言葉を使用している。更に、本明細書において使用される場合の語句「～に基づい
て」は、明示して指示のない限り、「少なくとも部分的に～に基づいて」を意味すること
を意図したものである。
【００７２】
　本発明の範囲は、請求の範囲及びその均等物により定義される。

【図１】 【図２】



(16) JP 2010-522527 A 2010.7.1

【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４】

【図５】

【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年3月12日(2009.3.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置の充電に用いられるケーブルであって、
　ホスト装置のユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート又は電源コンセントに結合さ
れた電源アダプタに接続され、複数のピンを備えており、かつ、第１のピンが、前記ホス
ト装置の前記ＵＳＢポート又は前記電源アダプタを含む複数の電源のうちのいずれか１つ
から電力を受け取る第１のコネクタと、
　前記第１のコネクタに結合され、前記第１のコネクタの前記第１のピンに結合された少
なくとも１つのトランジスタを備えており、且つ前記第１のコネクタの前記第１のピンと
前記第１のコネクタのデータピンとの間に印加される電圧に基づいて、前記装置への充電
を有効化する充電イネーブラと、
　前記充電イネーブラに結合され、且つ前記充電イネーブラを介して前記装置に電力を供
給するよう構成された第２のコネクタと
　を備えることを特徴とするケーブル。
【請求項２】
　前記充電イネーブラは、
　前記第１のピンに結合された第１の抵抗器と、
　前記第１の抵抗器及び前記第１のコネクタのデータピンに結合された第２の抵抗器と
　を更に備えることを特徴とする請求項１に記載のケーブル。
【請求項３】
　前記トランジスタは、前記第１の抵抗器及び前記第２の抵抗器に結合されており、前記
充電イネーブラは、前記第１のコネクタが前記電源アダプタから電力を受け取る場合に、
第１の充電電流を前記装置に供給するよう構成されていることを特徴とする請求項２に記
載のケーブル。
【請求項４】
　前記トランジスタと並列に接続され、且つ前記第１のコネクタが前記ホスト装置の前記
ＵＳＢポートから電力を受け取る場合に、前記第１の充電電流よりも小さい第２の充電電
流を前記装置に供給する電流制限器を更に備えることを特徴とする請求項３に記載のケー
ブル。
【請求項５】
　前記第２の抵抗器は、前記トランジスタのゲートと前記第１のコネクタの前記データピ
ンとの間に接続され、前記トランジスタは、前記トランジスタの前記ゲートに少なくとも
第１の電圧が印加された場合に閉成するよう構成されていることを特徴とする請求項２に
記載のケーブル。
【請求項６】
　前記第１のコネクタが前記電源アダプタから電力を受け取ることで、前記第１の電圧が
印加されることを特徴とする請求項５に記載のケーブル。
【請求項７】
　前記第１のコネクタの接地ピンと前記第１のコネクタの第２のデータピンとの間に結合
された第３の抵抗器を更に備えることを特徴とする請求項２に記載のケーブル。
【請求項８】
　前記第１の抵抗器は約２，７００Ωの公称値を有しており、前記第２の抵抗器は約４，
７００Ωの公称値を有していることを特徴とする請求項２に記載のケーブル。
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【請求項９】
　前記充電イネーブラは、
　前記第１のピンに結合された第１の抵抗器と、
　前記第１の抵抗器及び前記第１のコネクタの前記データピンに結合されたツェナーダイ
オードと
　を更に備えることを特徴とする請求項１に記載のケーブル。
【請求項１０】
　前記第１のコネクタは、前記ホスト装置の前記ＵＳＢポート又は前記電源アダプタと係
合する雄ＵＳＢタイプＡコネクタを備えており、前記第２のコネクタは、前記装置のＵＳ
ＢタイプＢコネクタと係合するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の
ケーブル。
【請求項１１】
　携帯装置に接続される第１のコネクタと、
　ホスト装置のユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート又は電源コンセントに結合さ
れた電源アダプタに接続される第２のコネクタであって、該第２のコネクタの第１のピン
が、前記ホスト装置の前記ＵＳＢポート又は前記電源アダプタを含む複数の電源のうちの
いずれか１つから電力を受け取る第２のコネクタと、
　前記第２のコネクタの前記第１のピンに結合された回路網と、を備え、
　前記回路網は、
　前記第２のコネクタが前記電源アダプタに接続された場合には前記第１のコネクタを介
して第１の充電電流を前記携帯装置に供給し、
　前記第２のコネクタが前記ホスト装置の前記ＵＳＢポートに接続された場合には、前記
第１のコネクタを介して前記第１の充電電流よりも小さい第２の充電電流を前記携帯装置
に供給することを特徴とする装置。
【請求項１２】
　前記回路網は、
　前記第２のコネクタの前記第１のピンに結合された第１の抵抗器と、
　前記第１の抵抗器及び前記第２のコネクタの第２のピンに結合された第２の抵抗器又は
ツェナーダイオードのうち少なくとも一方と
　を備えることを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第２の抵抗器又はツェナーダイオードのうち少なくとも一方は、第２の抵抗器を備
えることを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第１の抵抗器は約２，７００Ωの値を有しており、前記第２の抵抗器は約４，７０
０Ωの値を有していることを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記回路網は、
　前記第１の抵抗器及び前記第２の抵抗器又は前記ツェナーダイオードのうちの少なくと
も一方に結合されたスイッチを更に備え、前記スイッチは、前記スイッチに供給される電
圧が閾値を超える場合に閉成するよう構成されていることを特徴とする請求項１２に記載
の装置。
【請求項１６】
　前記スイッチはトランジスタを備え、前記トランジスタは、前記トランジスタのゲート
の電圧が前記閾値を超える場合に閉成するよう構成されており、電流は、前記第２のコネ
クタの前記第１のピンから閉成した前記トランジスタを介して前記携帯装置に供給される
ことを特徴とする請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記第２のコネクタの前記第１のピンは電圧入力ピンに対応しており、前記第２のコネ
クタの前記第２のピンは第１のデータピンに対応しており、前記装置は、前記第２のコネ
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クタの接地ピンと前記第２のコネクタの第２のデータピンとの間に結合された第３の抵抗
器を更に備えることを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１８】
　前記第２の抵抗器又はツェナーダイオードのうち少なくとも一方は、約３ボルトの定格
を有するツェナーダイオードを備えることを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１９】
　前記第１のコネクタは、前記携帯装置のＵＳＢタイプＢコネクタと係合するように構成
されており、前記第２のコネクタは、前記ホスト装置の前記ＵＳＢポート又は前記電源ア
ダプタと係合する雄ＵＳＢタイプＡコネクタを備えることを特徴とする請求項１１に記載
の装置。
【請求項２０】
　前記回路網はプリント回路基板上に含まれていることを特徴とする請求項１１に記載の
装置。
【請求項２１】
　ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ホスト装置を備える第１の電源と電源コンセント
に結合された電源アダプタを備える第２の電源とを含む複数の電源のうちの１つの電源に
システムを接続する手段と、
　前記接続する手段が前記ＵＳＢホスト装置に接続された場合に、前記ＵＳＢホスト装置
からの第１の電流を供給する手段と、
　前記システムが前記電源アダプタに接続された場合に、前記電源アダプタからの前記第
１の電流よりも大きい第２の電流を供給する手段と
　を備えることを特徴とするシステム。
【請求項２２】
　前記接続する手段は、ＵＳＢトランシーバを含まないことを特徴とする請求項２１に記
載のシステム。
【請求項２３】
　ホスト装置のユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート又は電源コンセントに結合さ
れた電源アダプタに接続されるコネクタであって、該コネクタの第１のピンが、前記ホス
ト装置の前記ＵＳＢポート又は前記電源アダプタから電力を受け取るコネクタと、
　前記コネクタの前記第１のピンに結合された回路網と、を備え、
　前記回路網は、
　前記コネクタが前記電源アダプタに接続された場合には、第１の充電電流を装置に供給
し、
　前記コネクタが前記ホスト装置の前記ＵＳＢポートに接続された場合には、前記第１の
充電電流よりも小さい第２の充電電流を前記装置に供給するよう構成されていることを特
徴とする装置。
【請求項２４】
　前記装置は移動端末を含むことを特徴とする請求項２３に記載の装置。
【手続補正書】
【提出日】平成21年10月21日(2009.10.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置の充電に用いられるケーブルであって、
　ホスト装置のユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート又は電源コンセントに結合さ
れた電源アダプタに接続され、複数のピンを備えており、かつ、第１のピンが、前記ホス
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ト装置の前記ＵＳＢポート又は前記電源アダプタを含む複数の電源のうちのいずれか１つ
から電力を受け取る第１のコネクタと、
　前記第１のコネクタに結合され、前記第１のコネクタの前記第１のピンに結合された少
なくとも１つのトランジスタを備えており、且つ前記第１のコネクタの前記第１のピンと
前記第１のコネクタのデータピンとの間に印加される電圧に基づいて、前記装置への充電
を有効化する充電イネーブラと、
　前記充電イネーブラに結合され、且つ前記充電イネーブラを介して前記装置に電力を供
給するよう構成された第２のコネクタと
　を備えることを特徴とするケーブル。
【請求項２】
　前記充電イネーブラは、
　前記第１のピンに結合された第１の抵抗器と、
　前記第１の抵抗器及び前記第１のコネクタのデータピンに結合された第２の抵抗器と
　を更に備えることを特徴とする請求項１に記載のケーブル。
【請求項３】
　前記トランジスタは、前記第１の抵抗器及び前記第２の抵抗器に結合されており、前記
充電イネーブラは、前記第１のコネクタが前記電源アダプタから電力を受け取る場合に、
第１の充電電流を前記装置に供給するよう構成されていることを特徴とする請求項２に記
載のケーブル。
【請求項４】
　前記トランジスタと並列に接続され、且つ前記第１のコネクタが前記ホスト装置の前記
ＵＳＢポートから電力を受け取る場合に、前記第１の充電電流よりも小さい第２の充電電
流を前記装置に供給する電流制限器を更に備えることを特徴とする請求項３に記載のケー
ブル。
【請求項５】
　前記第２の抵抗器は、前記トランジスタのゲートと前記第１のコネクタの前記データピ
ンとの間に接続され、前記トランジスタは、前記トランジスタの前記ゲートに少なくとも
第１の電圧が印加された場合に閉成するよう構成されていることを特徴とする請求項２に
記載のケーブル。
【請求項６】
　前記第１のコネクタが前記電源アダプタから電力を受け取ることで、前記第１の電圧が
印加されることを特徴とする請求項５に記載のケーブル。
【請求項７】
　前記第１のコネクタの接地ピンと前記第１のコネクタの第２のデータピンとの間に結合
された第３の抵抗器を更に備えることを特徴とする請求項２に記載のケーブル。
【請求項８】
　前記第１の抵抗器は約２，７００Ωの公称値を有しており、前記第２の抵抗器は約４，
７００Ωの公称値を有していることを特徴とする請求項２に記載のケーブル。
【請求項９】
　ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ホスト装置を備える第１の電源と電源コンセント
に結合された電源アダプタを備える第２の電源とを含む複数の電源のうちの１つの電源に
システムを接続する手段と、
　前記接続する手段が前記ＵＳＢホスト装置に接続された場合に、前記ＵＳＢホスト装置
からの第１の電流を供給する手段と、
　前記システムが前記電源アダプタに接続された場合に、前記電源アダプタからの前記第
１の電流よりも大きい第２の電流を供給する手段と
　を備えることを特徴とするシステム。
【請求項１０】
　前記接続する手段は、ＵＳＢトランシーバを含まないことを特徴とする請求項９に記載
のシステム。
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