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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　USBポート、スイッチ、電源モジュール、およびプロセッサを備えた電力供給端末であ
って、
　前記USBポートが、受電端末に接続されるように構成され、
　前記電源モジュールの一端が、前記USBポートの電源ピンVBUSに接続されるとともに、
前記電源ピンVBUSを使用することによって、前記受電端末を充電するように構成され、前
記電源モジュールの別の一端が、前記プロセッサの1つの端子に接続され、
　前記プロセッサの他の2つの端子が、前記USBポートの2つのデータピンD+およびD-に別
々に接続され、
　前記スイッチならびに前記2つのデータピンD+およびD-が、前記プロセッサに並列に接
続され、
　前記スイッチがオンである場合、前記電源モジュールが電圧を出力して前記受電端末を
充電するプロセスにおいて、前記プロセッサが、前記電源モジュールの前記出力された電
圧の振幅低下がプリセット値を超えていることを検出するとともに、前記スイッチをター
ンオフする制御を行い、前記スイッチがオフである場合、電圧を出力して受電端末を充電
するように前記電源モジュールを制御する、電力供給端末。
【請求項２】
　前記プロセッサが、前記電源モジュールの前記出力された電圧の前記振幅低下が前記プ
リセット値を超えていることを検出した後でかつ前記スイッチをターンオフする制御を行
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う前に、電圧出力を停止するよう前記電源モジュールを制御するように、特に構成される
、請求項１に記載の電力供給端末。
【請求項３】
　前記スイッチが前記オフの状態にある場合、前記プロセッサが、OTGプロトコルに基づ
いて、前記電圧を出力して前記受電端末を充電するよう前記電源モジュールを制御するよ
うに特に構成される、請求項１または２に記載の電力供給端末。
【請求項４】
　充電制御方法であって、
　USBポートの2つのデータピンD+およびD-に並列に接続されたスイッチがオンである場合
、電源モジュールが電圧を出力して受電端末を充電するプロセスにおいて、前記電源モジ
ュールの前記出力された電圧の振幅低下がプリセット値を超えていることを検出して、前
記スイッチをターンオフする制御を行うステップと、
　前記スイッチがオフである場合、前記電源モジュールが電圧を出力して前記受電端末を
充電するように制御するステップとを含む、方法。
【請求項５】
　前記電源モジュールの前記出力された電圧の振幅低下がプリセット値を超えていること
を検出した後でかつ前記スイッチをターンオフする制御を行う前に、電圧出力を停止する
よう前記電源モジュールを制御するステップを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記スイッチがオフである場合、前記電源モジュールが電圧を出力して前記受電端末を
充電するように制御することが特に、
　前記スイッチが前記オフの状態にある場合、OTGプロトコルに基づいて、前記電圧を出
力して前記受電端末を充電するように前記電源モジュールを制御することである、請求項
４または５に記載の方法。
【請求項７】
　充電制御装置であって、
　USBポートの2つのデータピンD+およびD-に並列に接続されているスイッチがオンの場合
、電源モジュールが電圧を出力して受電端末を充電するプロセスにおいて、前記電源モジ
ュールの前記出力された電圧の振幅低下がプリセット値を超えていることを検出するよう
に構成された検出ユニットと、
　前記検出ユニットが前記電源モジュールの前記出力された電圧の振幅低下がプリセット
値を超えていることを検出した場合、前記スイッチをターンオフする制御を行い、前記ス
イッチがオフの場合、電圧を出力して前記受電端末を充電するように前記電源モジュール
を制御する制御ユニットとを備える、装置。
【請求項８】
　前記制御ユニットが、前記電源モジュールの前記出力された電圧の振幅低下が前記プリ
セット値を超えていることを検出した後でかつ前記スイッチをターンオフする制御を行う
前に、電圧出力を停止するよう前記電源モジュールを制御するように特に構成される、請
求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記スイッチが前記オフの状態にある場合、前記制御ユニットが、OTGプロトコルに基
づいて、前記電圧を出力して前記受電端末を充電するよう前記電源モジュールを制御する
ように特に構成される、請求項７または８に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願は、その全体が本明細書に組み込まれる、2013年7月31日に中国特許庁に提出
された“POWER SUPPLY TERMINAL, AND CHARGING CONTROL METHOD AND APPARATUS”と題す
る中国特許出願第CN201310330408.0号の優先権を主張する。
【０００２】
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本発明は、端末充電技術の分野、特に電力供給端末、ならびに充電制御方法および装置に
関する。
【背景技術】
【０００３】
　現在、大容量蓄電池が装備された多数の端末が、他の端末を充電するための電力供給端
末として使用される。電力供給端末がUSB(Universal Serial Bus、ユニバーサル・シリア
ル・バス)ポートを通じて受電端末に接続された場合、次の充電解決策が、受電端末を充
電するために使用される。
【０００４】
　電力供給端末は、USBポートの2つのデータピンD+およびD-を短絡するとともに、標準の
充電器をシミュレートすることによって受電端末を充電する。電力供給端末の充電能力が
受電端末の要件に適合可能である場合、すなわち、電力供給端末によって出力することが
できる最大充電電流が、受電端末によって要求される充電電流よりも小さくない場合、電
力供給端末は受電端末を充電することができる。しかしながら、電力供給端末の充電能力
が受電端末の要件に適合可能でない場合、すなわち、電力供給端末によって出力すること
ができる最大充電電流が、受電端末によって要求される充電電流よりも小さい場合、電力
供給端末のUSBポートにおける電圧が降下し、最終的には充電の失敗を招くことになる。
【０００５】
　前述の解決策の互換性は比較的低いことが明らかである。多くの場合において、電力供
給端末は、受電端末を充電するために前述の解決策を使用することができない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態は、従来技術における端末充電策の比較的低い互換性の問題を解決す
るために使用される、電力供給端末、ならびに充電制御方法および装置を提供する。
【０００７】
　第1の態様によれば、USBポート、スイッチ、電源モジュール、およびプロセッサを含む
電力供給端末が提供され、
　USBポートは、受電端末に接続されるように構成され、
　電源モジュールの一端は、USBポートの電源ピンVBUSに接続されるとともに、電源ピンV
BUSを使用することによって受電端末を充電するように構成され、別の電源モジュールの
一端は、プロセッサの1つの端子に接続され、
　プロセッサの他の2つの端子は、USBポートの2つのデータピンD+およびD-に別々に接続
され、
　スイッチならびに2つのデータピンD+およびD-は、プロセッサに並列に接続され、
　スイッチがオンである場合、電源モジュールが電圧を出力して受電端末を充電するプロ
セスにおいて、プロセッサは、電源モジュールの出力電圧の振幅低下がプリセット値を超
えていることを検出するとともに、スイッチをターンオフする制御を行い、スイッチがオ
フである場合、電圧を出力して受電端末を充電するように電源モジュールを制御する。
【０００８】
　第1の態様に関して、第1の可能な実施方法において、プロセッサは、電源モジュールの
出力電圧の振幅低下がプリセット値を超えていることを検出した後でかつスイッチをター
ンオフする制御を行う前に、電源モジュールを制御して電圧出力を停止するように特に構
成される。
【０００９】
　第1の態様、または第1の態様の第1の可能な実施方法に関して、第2の可能な実施方法に
おいて、プロセッサは、電源モジュールが電圧を出力して受電端末を充電するプロセスに
おいて、受電端末がUSBポートから取り外されたことを検出した場合、電源モジュールを
制御して電圧出力を停止するように特に構成される。
【００１０】
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　第1の態様、第1の態様の第1の可能な実施方法、または第1の態様の第2の可能な実施方
法に関して、第3の可能な実施方法において、プロセッサは、スイッチがオフ状態にある
場合、OTGプロトコルに基づいて、電圧を出力して受電端末を充電するよう電源モジュー
ル103を制御するように特に構成される。
【００１１】
　第1の態様、第1の態様の第1の可能な実施方法、第1の態様の第2の可能な実施方法、ま
たは第1の態様の第3の可能な実施方法、第4の可能な実施方法において、プロセッサは、
スイッチがオンである場合、電源モジュールが電圧を出力して受電端末を充電するプロセ
スにおいて、電源モジュールの出力電圧の振幅低下がプリセット値を超えていないことを
検出した場合、充電が完了するまで、電圧を出力して受電端末を充電するよう電源モジュ
ールを制御するようにさらに構成される。
【００１２】
　第2の態様によれば、
　USBポートの2つのデータピンD+およびD-に並列に接続されたスイッチがオンである場合
、電源モジュールが電圧を出力して受電端末を充電するプロセスにおいて、電源モジュー
ルの出力電圧の振幅低下がプリセット値を超えていることを検出するとともに、スイッチ
をターンオフする制御を行うステップと、
　スイッチがオフである場合、電源モジュールが電圧を出力して受電端末を充電するよう
に電源モジュールを制御するステップとを含む、充電制御方法が提供される。
【００１３】
　第2の態様に関して、第1の可能な実施方法において、電源モジュールの出力電圧の振幅
低下がプリセット値を超えていることを検出した後でかつスイッチをターンオフする制御
を行う前に、本方法は、電圧出力を停止するように電源モジュールを制御するステップを
含む。
【００１４】
　第2の態様、または第2の態様の第1の可能な実施方法に関して、第2の可能な実施方法に
おいて、本方法は、電源モジュールが電圧を出力して受電端末を充電するプロセスにおい
て、受電端末がUSBポートから取り外されたことを検出した場合、電圧出力を停止するよ
うに電源モジュールを制御するステップをさらに含む。
【００１５】
　第2の態様、第2の態様の第1の可能な実施方法、または第2の態様の第2の可能な実施方
法に関して、第3の可能な実施方法において、スイッチがオフである場合、電圧を出力し
て受電端末を充電するように電源モジュールを制御するステップが、スイッチがオフ状態
にある場合、OTGプロトコ電圧を出力して受電端末を充電するように電源モジュールを制
御するステップを特に含む。
【００１６】
　第2の態様、第2の態様の第1の可能な実施方法、第2の態様の第2の可能な実施方法、ま
たは第2の態様の第3の可能な実施方法に関して、第4の可能な実施方法において、スイッ
チがオンである場合、電源モジュールが電圧を出力して受電端末を充電するプロセスにお
いて、電源モジュールの出力電圧の振幅低下がプリセット値を超えていないことが検出さ
れた場合、充電が完了するまで、電源モジュールは、電圧を出力して受電端末を充電する
ように制御される。
【００１７】
　第3の態様によれば、充電制御装置が提供され、
　USBポートの2つのデータピンD+およびD-に並列に接続されたスイッチがオンである場合
、電源モジュールが電圧を出力して受電端末を充電するプロセスにおいて、電源モジュー
ルの出力電圧の振幅低下がプリセット値を超えていることを検出するように構成された検
出ユニットと、
　スイッチをターンオフする制御を行い、スイッチがオフである場合、電圧を出力して受
電端末を充電するように電源モジュールを制御する制御ユニットとを含む。
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【００１８】
　第3の態様に関して、第1の可能な実施方法において、制御ユニットは、電源モジュール
の出力電圧の振幅低下がプリセット値を超えていることが検出された後でかつスイッチを
ターンオフする制御を行う前に、電源モジュールを制御して電圧出力を停止するように特
に構成される。
【００１９】
　第3の態様、または第3の態様の第1の可能な実施方法に関して、第2の可能な実施方法に
おいて、制御ユニットは、電源モジュールが電圧を出力して受電端末を充電するプロセス
において、受電端末がUSBポートから取り外されたことが検出された場合、電源モジュー
ルを制御して電圧出力を停止するようにさらに構成される。
【００２０】
　第3の態様、第3の態様の第1の可能な実施方法、または第3の態様の第2の可能な実施方
法に関して、第3の可能な実施方法において、制御ユニットは、スイッチがオフ状態にあ
る場合、OTGプロトコルに基づいて、電圧を出力して受電端末を充電するよう電源モジュ
ールを制御するように特に構成される。
【００２１】
　第3の態様、第3の態様の第1の可能な実施方法、第3の態様の第2の可能な実施方法、ま
たは第3の態様の第3の可能な実施方法、第4の可能な実施方法において、制御ユニットは
、スイッチがオンである場合、電源モジュールが電圧を出力して受電端末を充電するプロ
セスにおいて、電源モジュールの出力電圧の振幅低下がプリセット値を超えていないこと
が検出された場合、充電が完了するまで、電圧を出力して受電端末を充電するよう電源モ
ジュールを制御するようにさらに構成される。
【００２２】
　第1の態様において提供される電力供給端末、第2の態様において提供される充電制御方
法、または第3の態様に提供される充電制御装置によれば、スイッチは、電力供給端末上
に配置されるとともに、USBポートの2つのデータピンD+およびD-に並行に接続され、受電
端末がUSBポートを通じて電力供給端末に接続された場合、スイッチをターンオンするよ
うに制御が行われるとともに、電力供給端末は、標準の充電器をシミュレートすることに
よって受電端末を充電し、電力供給端末が標準の充電器をシミュレートすることによって
受電端末を充電するのに失敗した場合、電力供給端末は、スイッチをターンオフする制御
を行う。電力供給端末は、受電端末と通信することができるとともに、電力供給端末は、
USB通信プロトコルに従って受電端末を充電して、それにより、互換性を向上させること
ができる。
【００２３】
　本発明の実施形態と併せて本発明を説明するのに使用される添付の図面は、本発明のさ
らなる理解を提供するために使用されるとともに、本明細書の一部を構成するが、本発明
に対する限定を構成するものではない。添付の図面は以下の通りである。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施形態による、電力供給端末の概略構造図である。
【図２】本発明の実施形態による充電制御方法のフローチャートである。
【図３】本発明の実施形態による充電制御方法の詳細なフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態による充電制御装置の概略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　端末充電策の互換性を向上させるため、本発明の実施形態は、電力供給端末、ならびに
充電制御方法および装置を提供する。本発明の例示的な実施形態を本明細書の添付図面を
参照しながら以下説明する。ここで説明される例示的な実施形態は、本発明を記載および
説明するために使用されるのに過ぎず、本発明を限定することを意図しないことを理解す
べきである。矛盾がない場合において、本出願における実施形態および実施形態における
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特徴を組み合わせることが可能である。
【００２６】
　本発明の実施形態は電力供給端末を提供する。図1に示されているように、電力供給端
末は、USBポート101、スイッチ102、電源モジュール103、およびプロセッサ104を含み、
　USBポート101は、受電端末に接続されるように構成され、
　電源モジュール103の一端は、USBポート101の電源ピンVBUSに接続されるとともに、電
源ピンVBUSを使用することによって受電端末を充電するように構成され、別の電源モジュ
ール103の一端は、プロセッサ104の1つの端子に接続され、
　プロセッサ104の他の2つの端子は、USBポート101の2つのデータピンD+およびD-に別々
に接続され、
　スイッチ102ならびに2つのデータピンD+およびD-は、プロセッサ104に並列に接続され
、
　スイッチ102がオンである場合、電源モジュール103が電圧を出力して受電端末を充電す
るプロセスにおいて、プロセッサ104は、電源モジュールの出力電圧の振幅低下103がプリ
セット値を超えていることを検出するとともに、スイッチ102をターンオフする制御を行
い、スイッチ102がオフである場合、電圧を出力して受電端末を充電するように電源モジ
ュール103を制御する。
【００２７】
　電源モジュール103は、蓄電池および電圧調整回路を特に含んでもよい。
【００２８】
　さらに、プロセッサ104は、電源モジュール103の出力電圧の振幅低下がプリセット値を
超えていることを検出した後でかつスイッチ102をターンオフする制御を行う前に、電源
モジュール103を制御して電圧出力を停止するように特に構成される。
【００２９】
　さらに、プロセッサ104は、電源モジュール103が電圧を出力して受電端末を充電するプ
ロセスにおいて、受電端末がUSBポート101から取り外されたことを検出した場合、電源モ
ジュール103を制御して電圧出力を停止するように特に構成される。
【００３０】
　さらに、プロセッサ104は、スイッチ102がオフ状態にある場合、OTG(On The Go)プロト
コルに基づいて、電圧を出力して受電端末を充電するよう電源モジュール103を制御する
ように特に構成される。
【００３１】
　本発明の実施形態は、充電制御方法をさらに提供する。図2に示されているように、本
方法は以下のステップを含む。
【００３２】
　ステップ201:　USBポートの2つのデータピンD+およびD-に並列に接続されたスイッチが
オンである場合、電源モジュールが電圧を出力して受電端末を充電するプロセスにおいて
、電源モジュールの出力電圧の振幅低下がプリセット値を超えていることを検出するとと
もに、スイッチをターンオフする制御を行う。
【００３３】
ステップ202:　スイッチがオフである場合、電圧を出力して受電端末を充電するように電
源モジュールを制御する。
【００３４】
　さらに、電源モジュールの出力電圧の振幅低下がプリセット値を超えていることを検出
した後でかつスイッチをターンオフする制御を行う前に、本方法は、電圧出力を停止する
ように電源モジュールを制御するステップを含む。
【００３５】
　好適には、本充電制御方法は、電源モジュールが電圧を出力して受電端末を充電するプ
ロセスにおいて、受電端末がUSBポートから取り外されたことを検出した場合、電圧出力
を停止するように電源モジュールを制御するステップをさらに含んでもよい。
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【００３６】
　さらに、ステップ203は特に、スイッチがオフ状態にある場合、OTGプロトコルに基づい
て、電圧を出力して受電端末を充電するように電源モジュールを制御するステップであっ
てもよい。
【００３７】
　特定の実施形態を参照しながら、本発明において提供される充電制御方法を以下詳細に
説明する。
【００３８】
　図3に示されるように、図3は、以下のステップを特に含む、本発明の実施形態による充
電制御方法の詳細なフローチャートである。
【００３９】
　ステップ301:　受電端末がUSBポートを通じて接続されたことを検出した場合、電力供
給端末は、USBポートの2つのデータピンD+およびD-に並列に接続されているスイッチをタ
ーンオンする制御を行う。
【００４０】
　電力供給端末は、USBポートのIDピンの電気的レベルを検出することによって受電端末
がインサートされたかどうかを検出してもよい。USBポートのIDピンの電気的レベルがプ
ルダウンされた場合、それは受電端末がインサートされたことを示す。この部分は従来技
術であり、ここではこれ以上の詳細を提供しない。
【００４１】
　ステップ302:　電力供給端末は、電圧を出力して受電端末を充電するように、USBポー
トの電源ピンVBUSに接続されている電源モジュールを制御する。
【００４２】
　この場合、電力供給端末は、標準の充電器をシミュレートすることによって受電端末を
充電する。
【００４３】
　従来技術において、USBポートにおける標準電圧は5Vであるとともに、受電端末を充電
するために1Aの最大充電電流が出力可能である。すなわち、電源モジュールは、5Vの電圧
を出力するとともに、1Aの最大充電電流を出力することができる。
【００４４】
　ステップ303:　電力供給端末は、電源モジュールの出力電圧を検出して、電源モジュー
ルの出力電圧の振幅低下がプリセット値を超えているかどうかを判定する。
【００４５】
　電力供給端末が、電源モジュールの出力電圧の振幅低下がプリセット値を超えているこ
とを検出した場合、すなわち、USBポートにおける電圧の振幅低下がプリセット値を超え
ている場合、それは、電力供給端末が標準の充電器をシミュレートすることによって受電
端末を充電するとき、充電能力は受電端末の要件に適合可能ではないことを示す場合にお
いて、ステップ304が行われる。そうでなく、電力供給端末が標準の充電器をシミュレー
トすることによって受電端末を充電するとき、充電能力は受電端末の要件を適合可能であ
ることを示す場合において、電力供給端末は、充電が完了するまで、標準の充電器をシミ
ュレートすることによって受電端末の充電を維持し、そしてプロシージャを終了すること
ができる。
【００４６】
　プリセット値は、実際の状況に従って特に設定されてもよい。
【００４７】
　すなわち、電力供給端末のUSBポートにおいて出力が可能である最大充電電流が1Aであ
るとき、受電端末によって要求される充電電流が1Aよりも大きくかつ生じた電圧降下がプ
リセット値を超えた場合、ステップ304が行われる。
【００４８】
　ステップ304:　電力供給端末は、電源モジュールを制御して電圧出力を停止させる。
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【００４９】
　この場合、USBポートにおける電圧出力が停止される。
【００５０】
ステップ305:　電力供給端末は、USBポートの2つのデータピンD+およびD-に並列に接続さ
れているスイッチをターンオフする制御を行う。
【００５１】
　この場合、電力供給端末は、USBポートの2つのデータピンD+およびD-を使用して、受電
端末と通信してもよい。特に、その通信は、OTGプロトコルに基づく、OTGプライマリ装置
としての電力供給端末機能、およびOTGセカンダリ装置としての受電端末機能であっても
よい。
【００５２】
　前述のステップ304およびステップ305は、順番通りに行われる必要はない。本発明の別
の実施形態において、ステップ305が最初に行われ、その次にステップ304が行われる。す
なわち、USBポートの2つのデータピンD+およびD-に並列に接続されているスイッチを最初
にターンオフして、次いで電圧出力を停止するように電源モジュールが制御されるように
制御が行われる。
【００５３】
　ステップ306:　電力供給端末は、引き続き電圧を出力して受電端末を充電するように電
源モジュールを制御する。
【００５４】
　この場合、電圧は、USBポートにおいて出力される。
【００５５】
　OTGプロトコルにおいて、OTGセカンダリ装置によって要求される充電電流は、500mAで
ある。この場合、電力供給端末の充電能力は、受電端末の要件に適合可能であり、電力供
給端末は、充電が完了するまで受電端末の充電を維持することができる。
【００５６】
　前述の受電端末を充電するプロセスにおいて、受電端末が取り外されたことを検出した
場合、電力供給端末は、電源モジュールが電圧出力を停止するように制御し、これにより
、電圧出力はUSBポートにおいて停止される。
【００５７】
　本発明のこの実施形態において提供される方法を使用することによって、比較的良好な
互換性が実現されるとともに、受電端末が可能な限り大きな充電電流を得ることができる
ように、電力供給端末は、標準の充電器を選択的にシミュレートすることによって受電端
末を充電し、電力供給端末が標準の充電器をシミュレートすることによって受電端末を充
電することに失敗した場合、電力供給端末は、USB通信プロトコルに基づいて受電端末を
充電し、それによって、端末充電時間を可能な限り短くし、充電効率を向上させかつユー
ザ体験の向上させることができる。
【００５８】
　同様の進歩的概念に基づくとともに、前述した本発明の実施形態において提供される充
電制御方法に従って、同様に、本発明の実施形態は、充電制御装置をさらに提供する。充
電制御装置の構造図が図4に示されており、充電制御装置は、
　USBポートの2つのデータピンD+およびD-に並列に接続されたスイッチがオンである場合
、電源モジュールが電圧を出力して受電端末を充電するプロセスにおいて、電源モジュー
ルの出力電圧の振幅低下がプリセット値を超えていることを検出するように構成された検
出ユニット401と、
　スイッチをターンオフする制御を行うとともに、スイッチがオフである場合、電圧を出
力して受電端末を充電するよう電源モジュールを制御するように構成された制御ユニット
402とを特に含む。
【００５９】
　さらに、制御ユニット402は、電源モジュールの出力電圧の振幅低下がプリセット値を
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超えていることを検出した後でかつスイッチをターンオフする制御を行う前に、電源モジ
ュールを制御して電圧出力を停止するように特に構成される。
【００６０】
　さらに、制御ユニット402は、電源モジュールが電圧を出力して受電端末を充電するプ
ロセスにおいて、受電端末がUSBポートから取り外されたことを検出した場合、電源モジ
ュールを制御して電圧出力を停止するようにさらに構成される。
【００６１】
　さらに、制御ユニット402は、スイッチがオフ状態にある場合、OTGプロトコルに基づい
て電圧を出力して受電端末を充電するよう電源モジュールを制御するように特に構成され
る。
【００６２】
　結論として、本発明の実施形態において提供される解決策を使用することによって、従
来技術における端末充電策の比較的低い互換性の問題が解決される。
【００６３】
　明らかに、当業者は、本発明の趣旨および範囲から逸脱せずに、様々な変更および変形
を本発明に対してなすことができる。本発明は、添付の特許請求の範囲およびそれと等価
な技術によって定義される保護範囲内に含まれて提供されるこれらの変更および変形を包
含することが意図される。
【符号の説明】
【００６４】
　101　USBポート
　102　スイッチ

【図１】

【図２】

【図３】
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