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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】良好な力率を取得することができ、電源アダプ
タの小型化及び低コストを実現する端末用充電システム
、充電方法、電源アダプタ及びスイッチング電源を提供
する。
【解決手段】端末用充電システムであって、スイッチン
グ電源は、第１整流ユニット１０１と、スイッチユニッ
ト１０２と、トランス１０３と、第２整流ユニット１０
４と、サンプリングユニット（１０６１、１０６２）と
、制御ユニット１０７１とを含む。制御ユニットは、制
御信号をスイッチユニットに出力し、サンプリングユニ
ットによりサンプリングされた電圧及び/又は電流サン
プリング値に基づいて第１リップル波形の電圧を調節し
て１次サンプリング電圧を取得し、該電圧、電圧及び/
又は電流サンプリング値に基づいて制御信号のデューテ
ィ比を調節し、第３リップル波形の電圧が充電ニーズを
満たすように、出力された電圧電流の波形を入力された
電圧電流の波形に従って変化させる。
【選択図】図２Ｂ



(2) JP 2018-201330 A 2018.12.20

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された交流を一次整流して第１リップル波形の電圧を出力するステップと、
　スイッチユニットを制御して前記第１リップル波形の電圧を変調するステップと、
　トランスを制御して変調された前記第１リップル波形の電圧を変換するにより、第２リ
ップル波形の電圧を出力するステップと、
　前記第２リップル波形の電圧を二次整流して第３リップル波形の電圧を出力し、充電イ
ンタフェースにより前記第３リップル波形の電圧を充電対象の電池にロードするステップ
と、
　二次整流された電圧及び／又は電流をサンプリングして、電圧サンプリング値及び／又
は電流サンプリング値を取得するステップと、
　前記電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値に基づいて、前記スイッチユニ
ットに出力された制御信号のデューティ比を調節して、前記第３リップル波形の電圧が前
記電池の充電ニーズを満たすようにさせるステップと、を含むことを特徴とする充電方法
。
【請求項２】
　前記電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値がやや小さい場合、前記スイッ
チユニットに出力された制御信号のデューティ比を大きくすることにより、２次整流され
た後の電圧及び／又は電流が大きくなるようにするステップと、
　前記電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値がやや大きい場合、前記スイッ
チユニットに出力された制御信号のデューティ比を小さくすることにより、２次整流され
た後の電圧及び／又は電流が小さくなるようにするステップと、をさらに含むことを特徴
とする請求項１に記載の充電方法。
【請求項３】
　スイッチユニットを制御して前記第１リップル波形の電圧を変調するステップは、
　前記スイッチユニットを制御して、整流された前記第１リップル波形の電圧に対してＰ
ＷＭチョッピング変調を行うことを含むことを特徴とする請求項１に記載の充電方法。
【請求項４】
　前記第３リップル波形と変調された前記第１リップル波形とが同期であることを特徴と
する請求項１に記載の充電方法。
【請求項５】
　前記電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値に基づいて前記制御信号の周波
数を調節して、前記スイッチユニットに出力された制御信号が持続的に出力してしばらく
出力を停止させることにより、前記電池を連続的に充電するステップをさらに含むことを
特徴とする請求項１に記載の充電方法。
【請求項６】
　前記充電インタフェースを介して前記電池に属する端末と通信して充電モードを決定し
、前記充電モードは、第１充電モードと第２充電モードとを含み、前記第１充電モードの
充電速度が前記第２充電モードの充電速度より大きいステップと、
　前記充電モードが前記第１充電モードであると決定された場合、前記端末の状態情報に
基づいて前記第１充電モードに対応する充電電流及び／又は充電電圧を取得し、前記第１
充電モードに対応する充電電流及び／又は充電電圧に基づいて、前記制御信号のデューテ
ィ比を調節するステップと、をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の充電方法。
【請求項７】
　前記第１充電モードで前記端末を充電すると決定された場合、前記端末に第１命令を送
信し、前記第１命令は前記端末が前記第１充電モードを起動するか否かを問い合わせるも
のであるステップと、
　前記端末から前記第１命令の返信命令を受信し、前記第１命令の返信命令は前記端末が
前記第１充電モードを起動するように前記端末を指示するものであるステップと、をさら
に含むことを特徴とする請求項６に記載の充電方法。
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【請求項８】
　前記充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信を行い、前記第１充電モードに
対応する充電電圧を決定し、充電電圧を前記第１充電モードに対応する充電電圧に調整す
るように制御するステップをさらに含むことを特徴とする請求項６に記載の充電方法。
【請求項９】
　前記第１充電モードで前記端末を充電する過程において、第１充電インタフェースを介
して前記端末と双方向通信して、前記スイッチユニットを制御することにより前記電源ア
ダプタから電池に出力される充電電流を絶え間なく調整するステップをさらに含むことを
特徴とする請求項６に記載の充電方法。
【請求項１０】
　前記第１充電モードで前記端末を充電する過程において、前記充電インタフェースを介
して前記端末と双方向通信して、前記充電インタフェースと前記端末の充電インタフェー
スとの間に接触不良が発生したか否かを決定するステップと、
　前記充電インタフェースに接触不良が発生したと決定される場合、前記第１充電モード
を終了するステップと、をさらに含むことを特徴とする請求項６に記載の充電方法。
【請求項１１】
　充電機器であって、
　入力された交流を整流して第１リップル波形の電圧を出力する第１整流ユニットと、
　制御信号に基づいて前記第１リップル波形の電圧を変調させるためのスイッチユニット
と、
　変調された前記第１リップル波形の電圧を変換するにより、第２リップル波形の電圧を
出力するためのトランスと、
　前記第２リップル波形の電圧を整流して第３リップル波形の電圧を出力し、前記第３リ
ップル波形の電圧は、充電対象の電池にロードして前記電池を充電するものである第２整
流ユニットと、
　前記第２整流ユニットにより出力された電圧及び／又は電流をサンプリングして電圧サ
ンプリング値及び／又は電流サンプリング値を取得するためのサンプリングユニットと、
　前記電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値に基づいて、前記制御信号のデ
ューティ比を調節して、前記第３リップル波形の電圧が前記電池の充電ニーズを満たすよ
うにする制御ユニットと、を含むことを特徴とする充電機器。
【請求項１２】
　前記スイッチユニットは、
　整流された前記第１リップル波形の電圧に対してＰＷＭチョッピング変調を行うことを
特徴とする請求項１１に記載の充電機器。
【請求項１３】
　前記第３リップル波形と変調された前記第１リップル波形とが同期であることを特徴と
する請求項１１に記載の充電機器。
【請求項１４】
　前記制御ユニットは、
　前記電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値に基づいて前記制御信号の周波
数を調節して、前記スイッチユニットに出力された制御信号が持続的に出力してしばらく
出力を停止させることにより、前記電池を連続的に充電することを特徴とする請求項１１
に記載の充電機器。
【請求項１５】
　第１整流ユニットを制御して、入力された交流を整流して第１リップル波形の電圧を出
力するステップと、
　スイッチユニットを制御して、制御信号に基づいて前記第１リップル波形の電圧を変調
するステップと、
　トランスを制御して、変調された前記第１リップル波形の電圧を変換するにより、第２
リップル波形の電圧を出力するステップと、
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　第２整流ユニットを制御して、前記第２リップル波形の電圧を二次整流して第３リップ
ル波形の電圧を出力し、前記第３リップル波形の電圧は、充電対象の電池にロードして充
電対象の電池を充電するものであるステップと、
　サンプリングユニットを制御して、前記第２整流ユニットから出力された電圧及び／又
は電流をサンプリングして、電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値を取得す
るステップと、
　前記電圧サンプリング値及び／又は電流サンプリング値に基づいて、前記スイッチユニ
ットに出力された制御信号のデューティ比を調節して、前記第３リップル波形の電圧が前
記電池の充電ニーズを満たすようにさせるステップと、を含むことを特徴とする充電方法
。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は端末装置技術分野に関し、特に端末用充電システム、端末用充電方法及び電源
アダプタ、スイッチング電源に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、移動端末（例えば、スマートフォン）は益々多くの消費者に歓迎されているが、
移動端末の消費電気量が大きく、常に充電する必要がある。
【０００３】
　通常、移動端末は電源アダプタにより充電する。一般的に、電源アダプタは、一次整流
回路、一次フィルタ回路、トランス、二次整流回路、二次フィルタ回路、及び制御回路等
を含む。このように、電源アダプタは、入力された２２０∨交流を移動端末ニーズに適切
な安定した低電圧の直流（例えば、５∨）に変換し、移動端末の電源管理装置と電池に提
供し、移動端末の充電を実現する。
【０００４】
　しかしながら、電源アダプタの電力が、例えば、５Ｗから１０Ｗ、１５Ｗ、２５Ｗのよ
うに大きくなるにつれ、より大きい電力にアップグレードすると、多くの高電力を耐えら
れ、且つ、精度よく制御できる電子部品に適応する必要がある。このため、電源アダプタ
の体積が増加するだけではなく、アダプタの生産コストと製造難度が増大する。
　また、電源アダプタが作動する際に、電源アダプタのスイッチング電源が２次フィード
バックを採用しないと、出力電圧の振幅は、主に負荷によって判定され、出力を正確に制
御するのは難しくなる。電源アダプタのスイッチング電源が関連技術の２次フィードバッ
ク制御策を採用する場合には、振幅が安定した電圧波形を出力することができるが、取得
される力率は理想的ではないため、適用範囲が限定される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本出願は、発明者が以下の問題についての認識及び研究に基づいて作られたものである
。
【０００６】
　発明者は、研究する時に、電源アダプタの電力を増加させると、電源アダプタが移動端
末の電池に充電する際に、電池の分極抵抗が容易に大きくなり、電池温度が上昇して、電
池の使用寿命を減少させ、電池の信頼性と安全性とに影響を及ぼすことを発見した。
【０００７】
　また、通常、交流電源で充電する場合、ほとんどの機器は直接交流電源を使用すること
ができない。これは、例えば、５０Ｈｚの２２０∨交流電が間欠的に電気エネルギーを出
力するためであり、「間欠的」でないように、電解コンデンサを利用してエネルギーを貯
蔵する必要がある。このように、給電がトラフにある場合、給電は、安定した電気エネル
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ギーの供給を持続するために、電解コンデンサのエネルギー貯蔵に依存する。よって、交
流電源は電源アダプタを用いて移動端末に充電する場合、まず、交流電源により提供され
た、例えば、２２０∨の交流を安定した直流に変換してから移動端末に供給する。しかし
、電源アダプタは、移動端末の電池に充電して間接的に給電するものであるから、給電の
持続性は電池により保証されるため、電源アダプタは電池に充電する際に、安定して直流
を連続的に出力する必要はない。
【０００８】
　そのため、本発明の一つ目の目的は、出力された電圧電流の波形を入力された電圧電流
の波形に従って変化させ、これにより、良好な力率を取得し、適用範囲を拡大し、電源ア
ダプタに適用する場合、出力されたリップル波形の電圧を直接端末の電池に印加すること
で、電源アダプタの小型化や、低コストを実現し、電池の使用寿命を向上させるスイッチ
ング電源を提供することである。
【０００９】
　本発明の２つ目の目的は、電源アダプタを提供することである。本発明の３つ目の目的
は、端末用充電システムを提供するとこである。本発明の４つ目の目的は、端末の充電方
法を提供するとこである。
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の第１態様の実施例に係るスイッチング電源を提供
する。前記スイッチング電源は、入力された交流を整流して第１リップル波形の電圧を出
力する第１整流ユニットと、制御信号に基づいて前記第１リップル波形の電圧を変調させ
るスイッチユニットと、変調された前記第１リップル波形の電圧に基づいて第２リップル
波形の電圧を出力するトランスと、前記第２リップル波形の電圧を整流して第３リップル
波形の電圧を出力する第２整流ユニットと、前記第２整流ユニットにより出力された電圧
及び/又は電流をサンプリングして電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値を取
得するサンプリングユニットと、前記サンプリングユニットと前記スイッチユニットとに
それぞれ接続され、前記制御信号を前記スイッチユニットに出力し、前記電圧サンプリン
グ値及び/又は電流サンプリング値に基づいて前記第１リップル波形の電圧を調整するこ
とで１次サンプリング電圧を取得し、前記１次サンプリング電圧、前記電圧サンプリング
値及び/又は電流サンプリング値に基づいて、前記制御信号のデューティ比を調節し、前
記第３リップル波形の電圧が充電ニーズを満たすよう制御する制御ユニットと、を含む。
【００１１】
　本発明の実施例によるスイッチング電源は、電源アダプタに適用される場合、電源アダ
プタが第３リップル波形の電圧を出力するように制御して、電源アダプタにより出力され
た第３リップル波形の電圧を直接に端末の電池に印加することにより、リップルの出力電
圧/電流は直接に電池を急速充電する。リップルの出力電圧/電流の大きさは定期的に変換
されるので、従来の定電圧定電流と比較して、リチウム電池のリチウム析出を低減させ、
電池の使用寿命を向上させ、充電インタフェースの接点のアーク放電の確率と強度とを減
少させ、充電インタフェースの寿命を向上させ、及び電池の分極効果を低減させ、充電速
度を向上させ、電池の発熱を減少させ、端末の充電時の安全性と信頼性を保証することが
できる。また、電源アダプタにより出力されるのはリップル波形の電圧であるから、電源
アダプタに電解コンデンサを設ける必要はなく、電源アダプタを簡略化して小型化させる
だけではなく、大幅にコストダウンすることもできる。また、本発明の実施例のスイッチ
ング電源は、第２整流ユニットにより出力された電圧及び/又は電流をサンプリングして
電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値を取得し、電圧サンプリング値及び/又
は電流サンプリング値に基づいて第１リップル波形の電圧を調整することで１次サンプリ
ング電圧を取得し、１次サンプリング電圧、電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリ
ング値に基づいて、制御信号のデューティ比を調節することにより、出力された電流電圧
の波形を調節する。これにより、２次出力が１次入力の電流電圧の波形に従って変化する
ので、安定した出力電流電圧の波形を取得することができ、電源アダプタが端末の充電ニ
ーズを満たすだけではなく、良好な力率を取得することができ、適用範囲を拡大すること
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ができる。
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明の第２態様の実施例は、電源アダプタを提供する。
前記電源アダプタは、本発明の第１態様の実施例により提供されるスイッチング電源と、
前記第２整流ユニットに接続され、端末の第２充電インタフェースに接続される場合、前
記第２充電インタフェースにより前記第３リップル波形の電圧を前記端末の電池に印加す
る第１充電インタフェースと、を含む。前記第２充電インタフェースは、前記電池に接続
される。
【００１３】
　本発明の実施例による電源アダプタは、第１充電インタフェースにより第３リップル波
形の電圧を出力し、端末の第２充電インタフェースにより第３リップル波形の電圧を直接
に端末の電池に印加することで、リップルの出力電圧/電流は直接電池を急速充電する。
リップルの出力電圧/電流の大きさは定期的に変換されるので、従来の定電圧定電流と比
較して、リチウム電池のリチウム析出を低減させ、電池の使用寿命を向上させ、充電イン
タフェースの接点のアーク放電の確率と強度とを減少させ、充電インタフェースの寿命を
向上させ、電池の分極効果を低減させ、充電速度を向上させ、電池の発熱を減少させ、端
末の充電時の安全性と信頼性を保証することができる。また、電源アダプタにより出力さ
れるのはリップル波形の電圧であるので、電源アダプタに電解コンデンサを設ける必要は
なく、電源アダプタを簡略化して小型化させるだけではなく、大幅にコストダウンするこ
ともできる。また、上記スイッチング電源を採用することで、２次出力が１次入力の電流
電圧の波形に従って変化するので、安定した出力電流電圧の波形を取得することができ、
電源アダプタが端末の充電ニーズを満たすだけではなく、良好な力率を取得することがで
きる。
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明の第３態様の実施例により端末用充電システムを提
供する。前記端末用充電システムは、本発明の第２態様の実施例により提供され、前記第
１充電インターフェースにより前記第３リップル波形の電圧を出力する電源アダプタと、
第２充電インタフェースと電池とを含む。前記第２充電インタフェースは前記電池に接続
される。前記第２充電インタフェースが前記第１充電インタフェースに接続される場合、
前記第２充電インタフェースは、前記第３リップル波形の電圧を前記電池に印加する端末
と、を含む。
【００１５】
　本発明の実施例による端末用充電システムは、電源アダプタが第３リップル波形の電圧
を出力し、電源アダプタにより出力された第３リップル波形の電圧を直接に端末の電池に
印加することで、リップルの出力電圧/電流で直接電池を急速充電することができる。リ
ップルの出力電圧/電流の大きさは定期的に変換されるので、従来の定電圧定電流と比較
して、リチウム電池のリチウム析出を低減させ、電池の使用寿命を向上させ、充電インタ
フェースの接点のアーク放電の確率と強度とを減少させ、充電インタフェースの寿命を向
上させ、及び電池の分極効果を低減させ、充電速度を向上させ、電池の発熱を減少させ、
端末の充電時の安全性と信頼性を保証することができる。また、電源アダプタにより出力
されるのはリップル波形の電圧であるので、電源アダプタに電解コンデンサを設ける必要
はなく、電源アダプタを簡略化して小型化させるだけではなく、大幅にコストダウンする
こともできる。また、上記スイッチング電源により、２次出力が１次入力の電流電圧の波
形に従って変化するので、安定した出力電流電圧の波形を取得することができ、電源アダ
プタが端末の充電ニーズを満たすだけではなく、良好な力率を取得することができ、適用
範囲を拡大することができる。
【００１６】
　上記目的を達成するために、本発明の第４態様の実施例に係る端末用充電方法を提供す
る。前記端末用充電方法は、電源アダプタの第１充電インタフェースが前記端末の第２充
電インタフェースに接続された場合、入力された交流を一次整流して第１リップル波形の
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電圧を出力するステップと、スイッチユニットを制御して前記第１リップル波形の電圧を
変調させ、トランスの変換により第２リップル波形の電圧を出力するステップと、前記第
２リップル波形の電圧を二次整流して第３リップル波形の電圧を出力し、前記第２充電イ
ンタフェースにより前記第３リップル波形の電圧を前記端末の電池に印加するステップと
、二次整流された電圧及び/又は電流をサンプリングして電圧サンプリング値及び/又は電
流サンプリング値を取得するステップと、前記電圧サンプリング値及び/又は電流サンプ
リング値に基づいて前記第１リップル波形の電圧を調整することで１次サンプリング電圧
を取得し、前記１次サンプリング電圧、前記電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリ
ング値に基づいて前記スイッチユニットに出力された制御信号のデューティ比を調節する
ステップとを含む。前記第３リップル波形の電圧は充電ニーズを満たす。
【００１７】
　本発明の実施例による端末用充電方法は、電源アダプタが充電ニーズを満たすために、
第３リップル波形の電圧を出力するように電源アダプタを制御して、電源アダプタから出
力された第３リップル波形の電圧を直接に端末の電池に印加して、リップルの出力電圧/
電流を直接電池に急速充電する。リップルの出力電圧/電流の大きさは定期的に変換され
るので、従来の定電圧定電流と比較して、リチウム電池のリチウム析出を低減させ、電池
の使用寿命を向上させ、充電インタフェースの接点のアーク放電の確率と強度とを減少さ
せ、充電インタフェースの寿命を向上させ、及び電池の分極効果を低減させ、充電速度を
向上させ、電池の発熱を減少させ、端末の充電時の安全性と信頼性を保証することができ
る。また、電源アダプタからリップル波形の電圧が出力されるので、電源アダプタに電解
コンデンサを設ける必要はなく、電源アダプタを簡略化して小型化させるだけではなく、
大幅にコストダウンすることもできる。また、電源アダプタが作動する際に、２次整流さ
れた後に出力された電圧及び/又は電流をサンプリングすることにより、電圧サンプリン
グ値及び/又は電流サンプリング値を取得し、電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリ
ング値に基づいて第１リップル波形の電圧を調整することで１次サンプリング電圧を取得
し、１次サンプリング電圧、電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基づい
て、制御信号のデューティ比を調節することにより、出力された電流電圧の波形を調節す
る。これにより、２次出力が１次入力の電流電圧の波形に従って変化するので、安定した
出力電流電圧の波形を取得することができ、電源アダプタが端末の充電ニーズを満たすだ
けではなく、さらに良好な力率を取得することができ、適用範囲を拡大することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１Ａ】は本発明の一実施例による端末用充電システムにフライバックスイッチング電
源を利用したブロック図である。
【図１Ｂ】は本発明の一実施例による端末用充電システムにフォワードスイッチング電源
を利用したブロック図である。
【図１Ｃ】は本発明の一実施例による端末用充電システムにプッシュプルスイッチング電
源を利用したブロック図である。
【図１Ｄ】は本発明の一実施例による端末用充電システムにハーフブリッジタイプスイッ
チング電源を利用したブロック図である。
【図１Ｅ】は本発明の一実施例による端末用充電システムにフルブリッジタイプスイッチ
ング電源を利用したブロック図である。
【図２Ａ】は本発明の実施例による端末用充電システムのブロック図である。
【図２Ｂ】は本発明の一実施例によるスイッチング電源の回路の概略図である。
【図２Ｃ】は本発明の一実施例によるスイッチング電源作動時の波形の概略図である。
【図２Ｄ】は本発明の他の実施例によるスイッチング電源作動時の波形の概略図である。
【図３】は本発明の一実施例による電源アダプタが電池に出力した充電電圧波形の概略図
である。
【図４】は本発明の一実施例による電源アダプタが電池に出力した充電電流波形の概略図
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である。
【図５】は本発明の一実施例によるスイッチユニットに出力した制御信号の概略図である
。
【図６】は本発明の一実施例による急速充電過程の概略図である。
【図７Ａ】は本発明一実施例による端末用充電システムのブロック図である。
【図７Ｂ】は本発明一実施例による電源アダプタにＬＣフィルタ回路を持つのブロック図
である。
【図８】は本発明の他の実施例による端末用充電システムのブロック図である。
【図９】は本発明の他の実施例による端末用充電システムのブロック図である。
【図１０】は本発明他の実施例による端末用充電システムのブロック図である。
【図１１】は本発明一実施例によるサンプリングユニットのブロック図である。
【図１２】は本発明他の実施例の端末用充電システムのブロック図である。
【図１３】は本発明一実施例による端末のブロック図である。
【図１４】は本発明他の実施例による端末のブロック図である。
【図１５】は本発明の実施例による端末用充電方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に、本発明の実施形態を詳細に説明する。前記実施形態の例が図面に示されるが、
同一または類似する符号は、常に、同一の又は類似の部品、又は、同一の又は類似の機能
を有する部品を表す。以下、図面を参照しながら説明される実施形態は例示的なものであ
り、本発明を解釈するためだけに用いられ、本発明を限定するものと理解されてはならな
い。
【００２０】
　本発明の実施例により提案される端末用充電システム、スイッチング電源、電源アダプ
タ及び端末用充電方法を説明する前に、先ず、関連技術における端末などの充電対象機器
を充電する電源アダプタ、即ち、以下に「関連アダプタ」と称されるものを説明する。
【００２１】
　関連アダプタが定電圧モードで作動する場合、その出力電圧は、基本的に、例えば、５
Ｖ、９Ｖ、１２Ｖ又は２０Ｖのように、一定に維持される。
【００２２】
　関連アダプタから出力される電圧は、直接電池両端に印加するのに適していないため、
充電対象機器（例えば、端末）内の電池の所定の充電電圧及び/又は充電電流を取得する
ため、あらかじめ充電対象機器（例えば、端末）内の変換回路により変換する必要がある
。
【００２３】
　変換回路は、電池の所定の充電電圧及び/又は充電電流のニーズを満たすために、関連
アダプタの出力電圧を変換するのに用いられる。
【００２４】
　一例として、該変換回路は、充電管理モジュール、例えば、端末の充電ＩＣを指しても
よく、電池の充電過程において、電池の充電電圧及び/又は充電電流を管理するために用
いられる。該変換回路は、電池の充電電圧及び/又は充電電流を管理するために、電圧フ
ィードバックモジュールの機能を有し、及び/又は、電流フィードバックモジュールの機
能を有する。
【００２５】
　電池の充電過程は、例えば、トリクル充電段階、定電流充電段階、定電圧充電段階のう
ちの一つ又は複数を含んでもよい。トリクル充電段階において、変換回路は、電流フィー
ドバックループを利用することにより、トリクル充電段階で電池に流れ込む電流が電池の
所定の充電電流の大きさ（例えば第１充電電流）を満たすようにする。定電流充電段階に
おいて、変換回路は、電流フィードバックループを利用することにより、定電流充電段階
で電池に流れ込む電流の大きさが電池の所定の充電電流の大きさ（例えば第１充電電流よ
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り大きくてもよい第２充電電流）を満たすようにする。定電圧充電段階において、変換回
路は、電圧フィードバックループを利用することにより、定電圧充電段階で電池両端に印
加される電圧の大きさが電池の所定の充電電圧の大きさを満たすようにする。
【００２６】
　一例として、関連アダプタの出力電圧が電池の所定の充電電圧より大きい場合、変換回
路は、降圧変換後に取得された充電電圧が電池の所定の充電電圧のニーズを満たすように
、関連アダプタの出力電圧を降圧変換処理する。もう一例として、関連アダプタの出力電
圧が電池の所定の充電電圧より小さい場合、変換回路は、昇圧変換後に取得された充電電
圧が電池の所定の充電電圧のニーズを満たすように、関連アダプタの出力電圧を昇圧変換
処理する。
【００２７】
　もう一例として、関連アダプタが５Ｖの定電圧を出力することを例として、電池が一つ
のセルを含む（リチウム電池のセルを例として、一つのセルの充電終止電圧は、４．２Ｖ
である）場合、変換回路（例えばＢｕｃｋ降圧回路）は、降圧後に取得された充電電圧が
一つのセルの所定の充電電圧のニーズを満たすように、関連アダプタの出力電圧に対して
降圧変換処理する。
【００２８】
　もう一例として、関連アダプタが５Ｖの定電圧を出力することを例として、関連アダプ
タが２つ又は２つ以上のセルを直列接続した電池（リチウム電池のセルを例として、一つ
のセルの充電終止電圧は、４．２Ｖである）を充電する場合、変換回路（例えばＢｏｏｓ
ｔ昇圧回路）は、昇圧後に取得された充電電圧が電池の所定の充電電圧のニーズを満たす
ように、関連アダプタの出力電圧に対して昇圧変換処理する。
【００２９】
　変換回路は、回路変換効率が低いため、変換されない一部の電気エネルギーが熱の形で
損失し、この一部の熱は、充電対象機器（例えば、端末）の内部に蓄積される。充電対象
機器（例えば、端末）の設計空間や放熱空間が小さい（例えば、ユーザが使用する携帯端
末の物理的なサイズは、ますます薄くなり、携帯端末の性能を向上させるために、携帯端
末内に大量の電子素子が密集配置されている）ことから、変換回路の設計難易度が上げる
のみならず、充電対象機器（例えば、端末）内に蓄積される熱を迅速に除去することが難
しくなり、充電対象機器（例えば、端末）の異常を引き起こす。
【００３０】
　例えば、変換回路に蓄積される熱が変換回路付近の電子素子に熱干渉を与えると、電子
素子の作動異常を起こすおそれがあり、及び/又は、例えば、変換回路に蓄積される熱が
変換回路及び付近の電子素子の使用寿命を縮めるおそれがあり、及び/又は、変換回路に
蓄積される熱が電池に熱干渉を与えて、電池の充放電異常を招くおそれがあり、及び/又
は、例えば、変換回路に蓄積される熱によって充電対象機器（例えば、端末）の温度上昇
を招き、ユーザの充電時の使用体験に影響を与えるおそれがあり、及び/又は、例えば、
変換回路に蓄積される熱によって変換回路自体の短絡を招くことにより、関連アダプタの
出力電圧が直接電池の両端に印加され、充電異常を引き起こすおそれがある。電池が長時
間過電圧充電状態にあると、電池の爆発を引き起こすおそれがあり、安全上の潜在危険が
ある。
【００３１】
　本発明の実施例が提供する電源アダプタは、電池の状態情報を取得することができる。
電池の状態情報は、少なくとも電池の現在の電気量情報及び/又は電圧情報を含む。該電
源アダプタは、取得された電池の状態情報に基づいて、電源アダプタ自体から出力された
電圧を調整して、電池の所定の充電電圧及び/又は充電電流のニーズを満たす。電源アダ
プタ調整後の出力電圧は、直接に電池の両端に印加して電池を充電することができる。該
電源アダプタから出力される電圧は、脈動波形の電圧である。
【００３２】
　該電源アダプタは、電池の充電電圧及び/又は充電電流の管理を実現するために、電圧
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フィードバック機能及び/又は電流フィードバック機能を有する。
【００３３】
　該電源アダプタは、取得された電池の状態情報に基づいて、電源アダプタ自体から出力
された電圧を調整することは、電池の所定の充電電圧及び/又は充電電流を満たすために
、該電源アダプタは、電池の状態情報をリアルタイムに取得し、毎回にに取得された電池
のリアルタイム状態情報に基づいて電源アダプタ自体の出力電圧を調整することができる
ことを指してもよい。
【００３４】
　該電源アダプタがリアルタイムに取得された電池の状態情報に基づいて電源アダプタ自
体の出力電圧を調整することは、電池の所定の充電電圧及び/又は充電電流のニーズを満
たすために、充電過程において、電池の充電電圧が断続的に上昇するにつれ、電源アダプ
タが、充電過程における異なる時刻の電池の現在の状態情報を取得し、電池の現在の状態
情報に基づいて電源アダプタ自体の出力電圧をリアルタイムに調整する。電源アダプタの
調整後の出力電圧は、直接電池の両端に印加して電池を充電することことを指してもよい
。
【００３５】
　例えば、電池の充電過程は、トリクル充電段階、定電流充電段階、定電圧充電段階のう
ちの一つ又は複数を含む。トリクル充電段階において、電池の所定の充電電流のニーズを
満たすために、電源アダプタは、第１充電電流を出力して電池を充電することができる（
第１充電電流は、脈動波形の電流であってもよい）。定電流充電段階において、電源アダ
プタは、電流フィードバックループを利用し、電源アダプタから出力され電池に流れ込む
電流が電池の所定の充電電流のニーズを満たす（例えば第２充電電流は、同じく脈動波形
の電流であり、該第２充電電流は、第１充電電流より大きくてもよく、定電流充電段階で
の脈動波形の電流ピーク値がトリクル充電段階での脈動波形の電流ピーク値より大きいこ
とを指してもよい。定電流充電段階の定電流とは、脈動波形の電流ピーク値又は平均値が
ほぼ変わらないことを指してもよい）。定電圧充電段階において、電源アダプタは、電圧
フィードバックループを利用して、電源アダプタから充電対象機器（例えば、端末）に出
力された電圧（即ち、脈動波形の電圧）を一定に維持することができる。
【００３６】
　例えば、本発明の実施例に言及された電源アダプタは、主に充電対象機器（例えば、端
末）内の電池の定電流充電段階を制御するために用いられてもよい。他の実施例では、充
電対象機器内（例えば、端末）の電池のトリクル充電段階及び定電圧充電段階での制御機
能も本発明の実施例で言及された電源アダプタと充電対象機器（例えば、端末）内の別の
充電チップとにより協同して完成されてもよい。定電流充電段階と比べ、電池は、トリク
ル充電段階及び定電圧充電段階で受け入れた充電電力が比較的小さいため、充電対象機器
（例えば、端末）内部の充電チップの変換損失と熱蓄積は許容され得る。なお、本発明の
実施例で言及される定電流充電段階又は定電流段階とは、電源アダプタの出力電流を制御
する充電モードを指してもよく、電源アダプタの出力電流が完全に一定に維持されること
必要とするものでではなく、例えば、電源アダプタから出力された脈動波形の電流ピーク
又は平均値がほぼ変わらないこと、又は一つの時間帯にほぼ変わらないことを指してもよ
い。例えば、実際には、電源アダプタは定電流充電段階で通常多段定電流方式で充電する
。
【００３７】
　多段定電流充電（Ｍｕｌｔｉ－ｓｔａｇｅ　ｃｏｎｓｔａｎｔ　ｃｕｒｒｅｎｔ　ｃｈ
ａｒｇｉｎｇ）は、Ｎ個（Ｎは、２以上の整数である）の定電流段階を有してもよい。多
段定電流充電は、所定充電電流で第１段階の充電を開始し、前記多段定電流充電のＮ個の
定電流段階は、第１段階から第（Ｎ-１）段階まで順次実行される。定電流段階の前の定
電流段階から次の定電流段階に変換された後、脈動波形の電流ピーク又は平均値が小さく
なり、電池電圧が充電終止電圧の閾値に達しすると、定電流段階の前の定電流段階が次の
定電流段階に移行する。隣接する２つの定電流段階間の電流変換過程は、逐次的に変化し
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てもよく、段階的に変化してもよい。
【００３８】
　さらに、本発明の実施例において使用される「端末」は、有線（例えば、公衆交換電話
網（ｐｕｂｌｉｃ　ｓｗｉｔｃｈｅｄ　ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ、ＰＳＴＮ
）、デジタル加入者線（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｌｉｎｅ、ＤＳＬ）、
デジタルケーブル、直接ケーブル接続及び/又は他のデータ接続/ネットワーク） を介し
て接続されること、及び/又は例えば、セルラーネットワーク、無線ローカルエリアネッ
トワーク（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ，ＷＬＡＮ）、Ｄ
ＶＢ－Ｈネットワークのようなデジタルテレビネットワーク、衛星ネットワーク、ＡＭ－
ＦＭ放送送信器、及び/又は他の通信端末の無線インタフェースを介して通信信号を送信
・受信する装置を含むが、限定されない。無線インタフェースを介して通信される端末は
、「無線通信端末」、「無線端末」及び/又は「携帯端末」と称されてもよい。携帯端末
の例には、衛星又はセルラー電話、セルラー無線電話とデータ処理、ファックス及びデー
タ通信能力とを組み合わせることができるパーソナル通信システム（ＰＣＳ）端末が含ま
れ、無線電話、ポケベル、インターネット/イントラネットアクセス、Ｗｅｂブラウザ、
ノートブック、カレンダー及び/又はグローバル・ポジショニング・システム（ＧＰＳ）
受信器を含むＰＤＡや、従来のラップトップ及び/又はバームトップ受信器又は無線電話
トランシーバーを含む他の電子装置などが含まれるが、これらに限定されない。
【００３９】
　また、本発明の実施例では、電源アダプタから出力される脈動波形の電圧を端末の電池
に直接印加して電池を充電する際、充電電流は、リップル波、例えば、饅頭形波の形で表
される。なお、電池は、充電電流により間欠的に充電することができるが、該充電電流の
周期は、入力交流電流、例えば交流電力網の周波数に従って変化する。例えば、充電電流
の周期に対応する周波数は、電力網の周波数の整数倍又は逆数倍である。また、間欠的に
電池を充電電流により充電する場合に、該充電電流に対応する電流波形は、電力網と同期
した一つ又はパルス群により構成されるものであってもよい。
【００４０】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施例に係る端末用充電システムと電源アダプタ、
端末用充電方法及びスイッチング電源を説明する。
【００４１】
　まず、図１Ａないし図１４を参照して、本発明の実施例にか係るスイッチング電源を説
明する。スイッチング電源のタイプは、フライバックスイッチング電源、フォワードスイ
ッチング電源、プッシュプルスイッチング電源、ハーフブリッジスイッチング電源、フル
ブリッジスイッチング電源のうちのいずれか一つであってもよい。
【００４２】
　図２Ｂに示すように、本発明の一つの実施例では、スイッチング電源は、第１整流ユニ
ット１０１、スイッチユニット１０２、トランス１０３、第２整流ユニット１０４、サン
プリングユニット１０６及び、制御ユニット１０７を含む。図１Ａに示すように、第１整
流ユニット１０１は、入力された交流（電源、例えば、ＡＣ２２０∨）を整流して第１リ
ップル波形の電圧Ｖｌｉｎｅ、例えば饅頭形波電圧を出力する。第１整流ユニット１０１
は、４つのダイオードからなるフルブリッジ整流回路であってもよい。スイッチユニット
１０２は、制御信号に基づいて第１リップル波形の電圧を変調させる。スイッチユニット
１０２は、ＭＯＳトランジスタからなり、ＭＯＳトランジスタをＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗ
ｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ、パルス幅変調）制御して饅頭形波電圧をチョッピング
変調させる。トランス１０３は、変調された前記第１リップル波形の電圧に基づいて第２
リップル波形の電圧を出力し、第２整流ユニット１０４は前記第２リップル波形の電圧を
整流して第３リップル波形の電圧を出力する。第２整流ユニット１０４は、ダイオード又
はＭＯＳトランジスタからなり、二次同期整流を実現することができる。これにより、第
３リップル波形と変調された第１リップル波形とを同期させ、第３リップル波形と変調さ
れた第１リップル波形とを同期させ、具体的には、第３リップル波形の位相と変調された
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第１リップル波形の位相とを一致させ、第３リップル波形の振幅と変調された第１リップ
ル波形の振幅変化傾向とを一致させる。サンプリングユニット１０６は、第２整流ユニッ
ト１０４から出力された電圧及び/又は電流をサンプリングして電圧サンプリング値及び/
又は電流サンプリング値を得る。制御ユニット１０７は、サンプリングユニット１０６と
スイッチユニット１０２とにそれぞれ接続されており、制御ユニット１０７は、制御信号
をスイッチユニット１０２に出力し、電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値
に基づいて第１リップル波形の電圧Ｖｌｉｎｅを調節して１次サンプリング電圧Ｕｓｅｎ
を取得し、１次サンプリング電圧Ｕｓｅｎ、前記電圧サンプリング値及び/又は電流サン
プリング値に基づいて制御信号のデューティ比を調節して、前記第３リップル波形の電圧
が充電ニーズを満たすように調節する。
【００４３】
　本発明の一つの実施例によると、図２Ｂに示すように、制御ユニット１０７は、第１制
御モジュール１０７１、調節モジュール１０７２及び、第２制御モジュール１０７３を含
む。第１制御モジュール１０７１は、サンプリングユニット１０６に接続され、第１制御
モジュール１０７１は、電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値を取得し、前
記電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値が予め設定された要求に適合するか
否かを判断する。前記電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値が予め設定され
た要求に適合しないと判断されると、調節信号を調節モジュール１０７２に出力する。調
節モジュール１０７２は、第１制御モジュール１０７１に接続されており、調節モジュー
ル１０７２は、前記調節信号に基づいて前記第１リップル波形の電圧Ｖｌｉｎｅを調節し
て前記１次サンプリング電圧Ｕｓｅｎを第２制御モジュール１０７３に出力する。第２制
御モジュール１０７３のフィードバック端ＦＢが、前記電圧サンプリング値及び/又は電
流サンプリング値を受信、即ちフィードバック端により２次フィードバック電圧ＶＦＢを
受信する。第２制御モジュール１０７３の１次サンプリング端Ｖｓｅｎが調節モジュール
１０７２の出力端に接続されており、前記１次サンプリング電圧Ｕｓｅｎを受信する。第
２制御モジュール１０７３の駆動出力端ＤＲＶがスイッチユニット１０２に接続されてお
り、第２制御モジュール１０７３は、１次サンプリング電圧Ｕｓｅｎ、電圧サンプリング
値及び/又は電流サンプリング値に基づいてスイッチユニット１０２に出力された制御信
号のデューティ比を調節する。
【００４４】
　図２Ｂに示すように、調節モジュール１０７２は、オペアンプＵ３、デジタルポテンシ
ョメータＵ２、第１抵抗Ｒ１、第２抵抗Ｒ２及び、第３抵抗Ｒ３を含む。オペアンプＵ３
の出力端は第２制御モジュール１０７３の１次サンプリング端Ｖｓｅｎに接続されており
、オペアンプＵ３の逆相入力端は第１抵抗Ｒ１を介して接地されている。また、オペアン
プＵ３の同相入力端が第２抵抗Ｒ２を介して第１整流ユニット１０１の正出力端に接続さ
れており、Ｖｌｉｎｅを受信する。第３抵抗Ｒ３の一端はオペアンプＵ３の同相入力端に
接続されており、第３抵抗Ｒ３の他端は接地されている。デジタルポテンショメータＵ２
の調節端が第１制御モジュール１０７１に接続され、デジタルポテンショメータＵ２がオ
ペアンプＵ３の逆相入力端とオペアンプＵ３の出力端との間に接続されている。デジタル
ポテンショメータＵ２の抵抗値は、調節可能である。
【００４５】
　また、本発明の具体的な一実施例では、図２Ｂに示すように、第１制御モジュール１０
７１は、第１制御チップ１０７１１、第２制御チップ１０７１２及び、隔離通信機１０７
１３を含む。第１制御チップ１０７１１は２次側に設置され、第１制御チップ１０７１１
はサンプリングユニット１０６に接続されている。第１制御チップ１０７１１は、電圧サ
ンプリング値及び/又は電流サンプリング値が予め設定された要求に適合するか否かを判
断し、電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値が予め設定された要求に適合し
ないと判断すると調節命令を生成する。第２制御チップ１０７１２は１次側に設置され、
第２制御チップ１０７１２は、前記調節命令を受信し、前記調節命令に基づいて前記調節
信号をデジタルポテンショメータＵ２に出力してデジタルポテンショメータＵ２の抵抗値
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を調節し、オペアンプＵ３の拡大倍率を変化させる。隔離通信機１０７１３は、第１制御
チップ１０７１１と第２制御チップ１０７１２との間に設置され、信号の隔離を実現する
。
【００４６】
　第１制御チップ１０７１１は、電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値が予
め設定された要求に適合するか否かを判断し、第２整流ユニット１０４の出力、即ちスイ
ッチング電源の出力が負荷要求を満たすか否かを判断してもよい。つまり、スイッチング
電源の出力が負荷に一致する場合には負荷要求を満たすが、負荷に一致せず、例えばやや
大きいかやや小さい場合には、負荷要求を満たさないため、調節が必要となる。
【００４７】
　このように、前記電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値がやや小さい場合
、第２制御チップ１０７１２は、前記デジタルポテンショメータＵ２の抵抗値を調節する
ことにより、前記オペアンプＵ３の拡大倍率を大きくし、前記１次サンプリング電圧を大
きくし、前記第１リップル波形の電圧に従って変化し、第２制御モジュール１０７３から
出力された制御信号のデューティ比が大きくし、前記第２整流ユニットから出力された電
圧及び/又は電流を大きくする。前記電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値が
やや大きい場合、第２制御チップ１０７１２は、前記デジタルポテンショメータＵ２の抵
抗値を調節することにより、前記オペアンプＵ３の拡大倍率が小さくし、前記１次サンプ
リング電圧を小さくし、前記第１リップル波形の電圧に従って変化し、前記第２制御モジ
ュール１０７３から出力された制御信号のデューティ比を、小さくし、前記第２整流ユニ
ットから出力された電圧及び/又は電流を小さくする。
【００４８】
　つまり、本発明の実施例では、第１制御チップ１０７１１は、サンプリングユニット１
０６によりサンプリングされた電圧（Ｖ）及び電流（Ｉ）を取得し、サンプリングされた
電圧又は電流が予め設定された要求に適合するか否かを判断する。予め設定された要求に
適合する場合には、第２制御チップ１０７１２に情報を送信せず、予め設定された要求に
適合しない場合には、第２制御チップ１０７１２に情報を送信する。例えば、電圧（又は
電流）が小さすぎる/大きすぎるという情報、即ち調節命令を送信し、送信された情報は
、隔離通信機１０７１３により隔離された後、第２制御チップ１０７１２に送信される。
第２制御チップ１０７１２は、受信された情報、即ち調節命令に基づいてデジタルポテン
ショメータＵ２の抵抗値を調節し、オペアンプＵ３の拡大倍率を増加/減少させるので、
それにしたがって、第２制御モジュールの１次サンプリング端Ｖｓｅｎピンの電圧が増大
/減少し、制御信号ＰＷＭ波のデューティ比が増大/減少することで最終的に、スイッチン
グ電源の出力電圧（又は電流）の増加/減少を実現する。Ｖｓｅｎピン電圧の変化は、依
然としてＶｌｉｎｅの変化に従って変化し、出力電圧/電流の波形が入力電圧/電流の波形
に追従する。そのため、本発明の実施例のスイッチング電源は、サンプリングされた２次
出力電圧及び/又は電流の数値に基づいて、Ｖｌｉｎｅをサンプリングして得られる数値
を変更し、２次出力が１次入力電流電圧の波形に追従するだけでなく、所定の電圧/電流
の振幅を出力することができる。このため、ＡＣ-ＤＣアプリケーション、例えば、電源
アダプタへの適用において、良好な力率を取得することができ、適用範囲を拡大すること
ができる。
【００４９】
　図１Ａ乃至図１４に示されるように、サンプリングユニット１０６は、第１電流サンプ
リング回路１０６１と第１電圧サンプリング回路１０６２とを含んでもよい。第１電流サ
ンプリング回路１０６１は、前記第２整流ユニットから出力された電流をサンプリングし
て前記電流サンプリング値を取得し、第１電圧サンプリング回路１０６２は、前記第２整
流ユニットから出力された電圧をサンプリングして前記電圧サンプリング値を取得する。
【００５０】
　本発明の一つの実施例では、図２Ｂ及び図２に示されるように、２次出力電圧及び/又
は電流の数値をサンプリングすることにより、Ｖｌｉｎｅをサンプリングして得られる数
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値を変化させて、１次サンプリング電圧Ｕｓｅｎを取得する。スイッチユニット１０２の
ＭＯＳトランジスタをオンにすると、トランスの１次電流ＩＬＰは、上昇し始め、１次電
流ＩＬＰに対応する値と、Ｖｌｉｎｅのサンプリング値と２次により出力されたフィード
バック電圧ＶＦＢとの積（即ちｋ*ｍ*Ｖｌｉｎｅ*ＶＦＢ、ただし、ｋが比例係数であり
、ｍが調節係数である）と、を比較する。１次電流ＩＬＰに対応する値がこの閾値にまで
上昇すると、ＭＯＳトランジスタをオフにする。トランスは、磁気結合の方式によりエネ
ルギーを２次側に伝達する。２次電流ＩＬＳは、最大値から低下し始め、電流がゼロまで
低下すると、補助巻線の電圧もゼロまで低下する。第２制御モジュール１０７３は、ゼロ
電圧を検出した後、ＭＯＳトランジスタをオンにし、このように繰り返す。スイッチング
電源の作動時の波形図は、図２Ｃに示される。
【００５１】
　本発明の一つの実施例によると、図２Ｂに示すように、第２制御モジュール１０７３の
フィードバック端ＦＢには、フィードバックモジュールが接続されている。フィードバッ
クモジュールは、第３リップル波形の電圧をフィードバックして２次フィードバック電圧
ＶＦＢを第２制御モジュール１０７３に出力し、第２制御モジュール１０７３が１次サン
プリング電圧と、２次フィードバック電圧とに基づいてスイッチユニットに出力された制
御信号のデューティ比を調節する。
【００５２】
　フィードバックモジュールは、第２デジタルポテンショメータＵ４を含む。図２Ｂに示
すように、第２デジタルポテンショメータＵ４は、第１制御モジュール１０７１に接続さ
れ、第２デジタルポテンショメータＵ４は、第１制御チップ１０７１１に接続されている
。第１制御モジュール１０７は、前記電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値
が予め設定された要求に適合しないと判断する場合、第２デジタルポテンショメータＵ４
を調節して前記フィードバックモジュールの参考電圧を変化させ、前記２次フィードバッ
ク電圧を調節する。
【００５３】
　つまり、第１制御チップ１０７１１は、サンプリングユニット１０６によりサンプリン
グされた電圧（Ｖ）及び電流（Ｉ）を取得し、サンプリングされた電圧又は電流が予め設
定された要求に適合するか否かを判断する。予め設定された要求に適合する場合、第２制
御チップ１０７１２に情報を送信せず、第２デジタルポテンショメータＵ４にも調節情報
を送信しない。予め設定された要求に適合しない場合、第２制御チップ１０７１２に情報
を送信し、例えば電圧（又は電流）が小さすぎる/大きすぎるという情報、即ち調節命令
を送信し、それとともに、第２デジタルポテンショメータＵ４に調節情報を送信する。第
２デジタルポテンショメータＵ４に調節情報を送信して、第２デジタルポテンショメータ
Ｕ４の抵抗値を調節することにより、フィードバックモジュールの参考電圧を変更し、２
次出力に対する調節を実現して、スイッチング電源の出力電圧/電流が予め設定された要
求に適合させる。また、第２制御チップ１０７１２に送信された情報は、隔離通信機１０
７１３により隔離された後、第２制御チップ１０７１２に送信される。第２制御チップ１
０７１２は、受信された情報、即ち調節命令に基づいて、デジタルポテンショメータＵ２
の抵抗値を調節し、オペアンプＵ３の拡大倍率が増加/減少するようにする。したがって
、第２制御モジュールの１次サンプリング端Ｖｓｅｎピンの電圧がそれに応じて増大/減
少するので、制御信号PWM波のデューティ比が増大/減少し、最終的に、スイッチング電源
の出力電圧（又は電流）の増加/減少を実現する。Ｖｓｅｎピンの電圧の変化は、依然と
してＶｌｉｎｅの変化に従って変化し、出力電圧/電流の波形が入力電圧/電流の波形に従
う。そのため、本発明の実施例のスイッチング電源は、２次出力電圧及び/又は電流の数
値をサンプリングすることに基づいて、Ｖｌｉｎｅをサンプリングして得られる数値を変
化させ、２次出力が１次入力の電流電圧波形に従うにつれて、所定の電圧/電流振幅を出
力できるようにする。これは、ＡＣ-ＤＣアプリケーション、例えば、電源アダプタへの
適用において、良好な力率を取得することができ、適用範囲を拡大することができる。
【００５４】
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　本発明の一つの実施例では、図２Ｂに示すように、フィードバックモジュールは、オプ
トカプラとＴＬ４３１によって、２次出力電圧を第２制御モジュール１０７３にフィード
バックする。
【００５５】
　本発明のもう一つの実施例によると、図２Ｂ及び図２Ｄに示されるように、２次出力電
圧及び/又は電流の数値をサンプリングすることにより、Ｖｌｉｎｅをサンプリングして
得られる数値を変化させ、これにより、１次サンプリング電圧Ｕｓｅｎを取得し、２次出
力電圧及び/又は電流の数値をサンプリングすることによりフィードバックループの参考
点を変化させ、これにより、２次フィードバック電圧ＶＦＢを調節する。調節された後の
２次フィードバック電圧がＶＦＢ*ｎであり、ｎがフィードバック電圧調節係数である。
スイッチユニット１０２のＭＯＳトランジスタがオンになると、トランスの１次電流ＩＬ

Ｐは、上昇し始める。１次電流ＩLPに対応する値と、Ｖｌｉｎｅのサンプリング値と調節
された後のフィードバック電圧との積（即ちｋ*ｍ*Ｖｌｉｎｅ*ｎ*ＶＦＢであり、ただし
、ｋが比例係数であり、mが調節係数である）を比較し、１次電流IＬＰに対応する値がこ
の閾値にまで上昇すると、ＭＯＳトランジスタをオフにする。トランスは、磁気結合方式
によりエネルギーを２次側に伝達する。２次電流ＩＬＳは、最大値から低下し始め、電流
がゼロまで低下すると、補助巻線の電圧もゼロまで低下する。第２制御モジュール１０７
３は、ゼロ電圧を検出した後、ＭＯＳトランジスタをオンにし、このように繰り返す。ス
イッチング電源の作動時の波形図は、図２Ｄに示される。
【００５６】
　本発明の実施例のスイッチング電源は、２次出力電圧及び/又は電流の数値をサンプリ
ングすることに基づいてＶｌｉｎｅをサンプリングして得られる数値を変化させ、２次出
力が１次入力の電流電圧波形に従うにつれて、所定の電圧/電流振幅を出力することがで
きる。
【００５７】
　本発明の実施例によるスイッチング電源が、電源アダプタに適用される場合、電源アダ
プタが第３リップル波形の電圧を出力するように制御して、電源アダプタにより出力され
た第３リップル波形の電圧を直接端末の電池に印加することにより、リップルの出力電圧
/電流は直接電池を急速充電する。リップルの出力電圧/電流の大きさは定期的に変化する
ので、従来の定電圧定電流と比較して、リチウム電池のリチウム析出を低減させ、電池の
使用寿命を向上させ、充電インタフェースの接点のアーク放電の確率と強度とを減少させ
、充電インタフェースの寿命を向上させ、及び電池の分極効果を低減させ、充電速度を向
上させ、電池の発熱を減少させ、端末の充電時の安全性と信頼性を保証することができる
。また、電源アダプタからリップル波形の電圧が出力されるので、電源アダプタに電解コ
ンデンサを設ける必要はなく、電源アダプタを簡略化して小型化させるだけではなく、大
幅にコストダウンすることもできる。また、本発明の実施例のスイッチング電源は、第２
整流ユニットにより出力された電圧及び/又は電流をサンプリングして電圧サンプリング
値及び/又は電流サンプリング値を取得し、電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリン
グ値に基づいて第１リップル波形の電圧を調整することで１次サンプリング電圧を取得す
る。そして、１次サンプリング電圧、電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値
に基づいて、制御信号のデューティ比を調節することにより、出力された電流電圧の波形
を調節する。これにより、２次出力が１次入力の電流電圧の波形に従って変化して、安定
した出力電流電圧の波形を取得することができ、電源アダプタが端末の充電ニーズを満た
すだけではなく、さらに良好な力率を取得することができ、適用範囲を拡大することがで
きる。
【００５８】
　以下は、さらに、図１Ａ乃至図１４を参考して本発明の実施例に係る上記スイッチング
電源を有する電源アダプタ及び端末用充電システムを説明する。
【００５９】
　本発明の実施例により提供される電源アダプタ１は、上記実施例において説明されるス
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イッチング電源と、第１充電インターフェースとを含む。第１充電インターフェースは第
２整流ユニットに接続されている。前記第１充電インターフェースが端末の第２充電イン
ターフェースに接続されると、前記第２充電インターフェースにより前記第３リップル波
形の電圧が前記端末の電池に印加される。前記第２充電インターフェースは、前記電池に
接続されている。
【００６０】
　本発明の実施例による電源アダプタは、第１充電インタフェースから第３リップル波形
の電圧を出力し、端末の第２充電インタフェースからの第３リップル波形の電圧を直接端
末の電池に印加する。これにより、リップルの出力電圧/電流により、直接電池を急速充
電することができる。リップルの出力電圧/電流の大きさは定期的に変化するので、従来
の定電圧定電流と比較して、リチウム電池のリチウム析出を低減させ、電池の使用寿命を
向上させ、充電インタフェースの接点のアーク放電の確率と強度とを減少させ、充電イン
タフェースの寿命を向上させ、電池の分極効果の低減と、充電速度の向上と、電池の発熱
の減少に有利であり、端末の充電時の安全性と信頼性を保証することができる。また、電
源アダプタからリップル波形の電圧が出力されるので、電源アダプタに電解コンデンサを
設ける必要はなく、電源アダプタを簡略化して小型化させるだけではなく、大幅にコスト
ダウンすることもできる。また、上記スイッチング電源を採用することで、２次出力が１
次入力の電流電圧の波形に従って変化するので、安定した出力電流電圧の波形を取得する
ことができ、電源アダプタが端末の充電ニーズを満たすだけではなく、さらに良好な力率
を取得することができる。
【００６１】
　また、本発明の実施例に係る端末用充電システムは、前記第１充電インターフェースに
より前記第３リップル波形の電圧を出力する電源アダプタと、第２充電インタフェースと
電池とを含む。前記第２充電インタフェースは前記電池に接続され、前記第２充電インタ
フェースが前記第１充電インタフェースに接続されたときに、前記第３リップル波形の電
圧を前記電池に印加する端末と、を含む。
【００６２】
　本発明の実施例による端末用充電システムは、電源アダプタが第３リップル波形の電圧
を出力し、電源アダプタにより出力された第３リップル波形の電圧を直接に端末の電池に
印加することにより、リップルの出力電圧/電流が直接に電池を急速充電することができ
る。リップルの出力電圧/電流の大きさは定期的に変化するので、従来の定電圧定電流と
比較して、リチウム電池のリチウム析出を低減させ、電池の使用寿命を向上させ、充電イ
ンタフェースの接点のアーク放電の確率と強度とを減少させ、充電インタフェースの寿命
を向上させ、及び電池の分極効果を低減させ、充電速度を向上させ、電池の発熱を減少さ
せ、端末の充電時の安全性と信頼性を保証することができる。また、電源アダプタからリ
ップル波形の電圧が出力されるので、電源アダプタに電解コンデンサを設ける必要はなく
、電源アダプタを簡略化して小型化させるだけではなく、大幅にコストダウンすることも
できる。また、上記スイッチング電源により、２次出力が１次入力の電流電圧の波形に従
って変化するとともに、安定した出力電流電圧の波形を取得することができ、電源アダプ
タが端末の充電ニーズを満たすだけではなく、さらに良好な力率を取得することができ、
適用範囲を拡大することができる。
【００６３】
　具体的には、図１Ａないし図１４に示すように、本発明の実施例に係る端末用充電シス
テムは、電源アダプタ１と端末２とを含む。
【００６４】
　図２Ａに示すように、電源アダプタ１は、第１整流ユニット１０１、スイッチユニット
１０２、トランス１０３、第２整流ユニット１０４、第１充電インタフェース１０５、サ
ンプリングユニット１０６及び、制御ユニット１０７を含む。第１整流ユニット１０１は
、入力された交流（電源、例えば、ＡＣ２２０∨）を整流して第１リップル波形の電圧、
例えば、饅頭形波電圧を出力する。図１Ａに示すように、第１整流ユニット１０１は、４
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つのダイオードからなるフルブリッジ整流回路である。スイッチユニット１０２は、制御
信号に基づいて第１リップル波形の電圧を変調させる。スイッチユニット１０２は、ＭＯ
Ｓトランジスタからなり、ＭＯＳトランジスタをＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ
Ｗｉｄｔｈ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ、パルス幅変調）制御して饅頭形波電圧をチョッピン
グ変調させる。トランス１０３は、変調された前記第１リップル波形の電圧に基づいて第
２リップル波形の電圧を出力し、第２整流ユニット１０４は前記第２リップル波形の電圧
を整流して第３リップル波形の電圧を出力する。第２整流ユニット１０４は、ダイオード
又はＭＯＳトランジスタからなり、二次同期整流を実現する。これにより、第３リップル
波形と変調された第１リップル波形とを同期させ、第３リップル波形と変調された第１リ
ップル波形とを同期させ、具体的には、第３リップル波形の位相と変調された第１リップ
ル波形の位相とを一致させ、第３リップル波形の振幅と変調された第１リップル波形の振
幅変化傾向とを一致させる。第１充電インタフェース１０５は、第２整流ユニット１０４
に接続される。サンプリングユニット１０６は、第２整流ユニット１０４により出力され
た電圧及び/又は電流をサンプリングして電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング
値を得る、制御ユニット１０７は、サンプリングユニット１０６とスイッチユニット１０
２とにそれぞれ接続されており、制御ユニット１０７は、制御信号をスイッチユニット１
０２に出力し、電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基づいて制御信号の
デューティ比を調節し、第２整流ユニット１０４により出力された第３リップル波形の電
圧が充電ニーズを満たすようにする。
【００６５】
　図２Ａに示すように、端末２は、第２充電インタフェース２０１と電池２０２とを含む
。第２充電インタフェース２０１は、電池２０２に接続される。第２充電インタフェース
２０１が第１充電インタフェース１０５に接続されると、第２充電インタフェース２０１
は第３リップル波形の電圧を電池２０２に印加して電池２０２を充電する。
【００６６】
　本発明の一つの実施例では、図１Ａに示すように、電源アダプタ１はフライバックスイ
ッチング電源を利用することができる。具体的には、トランス１０３は、一次巻線と二次
巻線とを含み、一次巻線の一端は第１整流ユニット１０１の第１出力端に接続され、第１
整流ユニット１０１の第２出力端は接地され、一次巻線の他端はスイッチユニット１０２
に接続されている（例えば、このスイッチユニット１０２はＭＯＳトランジスタであると
、一次巻線の他端はＭＯＳトランジスタのドレインに接続され）。トランス１０３は、変
調された第１リップル波形の電圧に基づいて第２リップル波形の電圧を出力する。
【００６７】
　トランス１０３は高周波トランスであり、その作動周波数は５０KＨｚ-２ＭＨｚであっ
てもよい。高周波トランスは、変調された第１リップル波形の電圧を二次にカップリング
し、二次巻線により出力する。本発明の実施例では、高周波トランスを利用し、高周波ト
ランスが低周波トランス（低周波トランスまたは産業用周波数トランスと呼ばれ、主に、
例えば、５０Ｈｚ又は６０Ｈｚの交流周波数を指す）と比較して体積が小さいとの特徴に
より、電源アダプタ１を小型化することができる。
【００６８】
　本発明の一つの実施例によると、例えば図１Ｂに示すように、上記電源アダプタ１はフ
ォワードスイッチング電源を更に利用することができる。具体的には、トランス１０３は
、第１巻線と、第２巻線と第３巻線とを含み、第１巻線の同端子は一つの逆ダイオードに
より第１整流ユニット１０１の第２出力端に接続され、第１巻線の他端は第２巻線の一端
に接続された後第１整流ユニット１０１の第１出力端に接続され、第２巻線の他端はスイ
ッチユニット１０２に接続され、第３巻線は第２整流ユニット１０４に接続されている。
逆ダイオードは逆ピーククリッピング効果があり、第１巻線により生じた誘起起電力は逆
ダイオードにより逆起電力を振幅制限し、振幅制限エネルギーを第１整流ユニットの出力
に返還し、第１整流ユニットの出力を充電し、第１巻線における電流により生じた磁場を
流れてトランスの鉄心を減磁させ、トランス鉄心における磁場強度を初期状態に戻す。ト
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ランス１０３は変調された第１リップル波形の電圧に基づいて第２リップル波形の電圧を
出力する。
【００６９】
　本発明の一つの実施例によると、図１Ｃに示すように、上記電源アダプタ１はプッシュ
プルスイッチング電源を利用することができる。具体的には、前記トランスは、第１巻線
と、第２巻線と、第３巻線と第４巻線とを含み、前記第１巻線の一端は前記スイッチユニ
ットに接続され、前記第１巻線の他端は前記第２巻線の一端に接続された後前記第１整流
ユニットの第１出力端に接続され、前記第２巻線の他端は前記スイッチユニットに接続さ
れ、前記第３巻線の他端は前記第４巻線の一端に接続され、前記トランスは変調された前
記第１リップル波形の電圧に基づいて第２リップル波形の電圧を出力する。
【００７０】
　図１Ｃに示すように、スイッチユニット１０２は、第１ＭＯＳトランジスタＱ１と第２
ＭＯＳトランジスタＱ２とを含み、トランス１０３は、第１巻線と、第２巻線と、第３巻
線と第４巻線とを含む。第１巻線の一端はスイッチユニット１０２の第１ＭＯＳトランジ
スタＱ１のドレインに接続され、第１巻線の他端は第２巻線の一端に接続され、第１巻線
の他端は第２巻線の一端の間のノードは、第１整流ユニット１０１の第１出力端に接続さ
れ、第２巻線の他端はスイッチユニット１０２の第２ＭＯＳトランジスタＱ２のドレイン
に接続される。第１ＭＯＳトランジスタＱ１のソースは第２ＭＯＳトランジスタＱ２のソ
ースに接続された後第１整流ユニット１０１の第２出力端に接続され、第３巻線の一端は
第２整流ユニット１０４の第１入力端に接続され、第３巻線の他端は第４巻線の一端に接
続され、第３巻線の他端と第４巻線の一端の間のノードが接地し、第４巻線の他端は第２
整流ユニット１０４の第２入力端に接されている。
【００７１】
　図１Ｃに示すように、第２整流ユニット１０４の第１入力端は、第３巻線の一端に接続
され、第２整流ユニット１０４の第２入力端は、第４巻線の他端に接続される。第２整流
ユニット１０４は前記第２リップル波形の電圧を整流して第３リップル波形の電圧を出力
する。第２整流ユニット１０４は２つのダイオードを含むことができ、一つのダイオード
の陽極は第３巻線の一端に接続され、もう一つのダイオードの陽極は第４巻線の他端に接
続され、２つのダイオードの陰極は接続されている。
【００７２】
　本発明の一つの実施例によると、図１Ｄに示すように、上記電源アダプタ１は、ハーフ
ブリッジタイプスイッチング電源を利用することができる。具体的には、スイッチユニッ
ト１０２は、第１ＭＯＳトランジスタＱ１と、第２ＭＯＳトランジスタＱ２と第１電気容
量Ｃ１と、第２電気容量Ｃ２とを含む。第１電気容量Ｃ１と第２電気容量Ｃ２とが直列連
結してから第１整流ユニット１０１の出力端に並列連結し、第１ＭＯＳトランジスタＱ１
は第２ＭＯＳトランジスタＱ２と直列連結してから第１整流ユニット１０１の出力端に並
列連結する。トランス１０３は、第１巻線と、第２巻線と、第３巻線とを含み、第１巻線
の一端は直列連結された第１電気容量Ｃ１と第２電気容量Ｃ２之との間のノードに接続さ
れ、第１巻線の他端は直列連結された第１ＭＯＳトランジスタＱ１と第２ＭＯＳトランジ
スタＱ２の間のノードに接続され、第２巻線の一端は第２整流ユニット１０４の第１入力
端に接続され、第２巻線の他端は第３巻線の一端に接続されてから接地し、第３巻線の他
端は第２整流ユニット１０４の第２入力端に接続されている。トランス１０３は変調され
た前記第１リップル波形の電圧に基づいて第２リップル波形の電圧を出力する。
【００７３】
　本発明の一つの実施例によると、図１Ｅに示すように、上記電源アダプタ１はフルブリ
ッジ式スイッチング電源を利用することができる。具体的には、スイッチユニット１０２
は第１ＭＯＳトランジスタＱ１と、第２ＭＯＳトランジスタＱ２と第３ＭＯＳトランジス
タＱ３と、第４ＭＯＳトランジスタＱ４とを含み、第３ＭＯＳトランジスタＱ３と第４Ｍ
ＯＳトランジスタＱ４とが直列連結してから第１整流ユニット１０１の出力端に並列連結
し、第１ＭＯＳトランジスタＱ１と第２ＭＯＳトランジスタＱ２直列連結してから第１整
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流ユニット１０１の出力端に並列連結する。トランス１０３は、第１巻線と、第２巻線と
、第３巻線とを含み、第１巻線の一端は直列連結された第３ＭＯＳトランジスタＱ３と第
４ＭＯＳトランジスタＱ４の間のノードに接続され、第１巻線の他端は直列連結された第
１ＭＯＳトランジスタＱ１と第２ＭＯＳトランジスタＱ２の間のノードに接続され、第２
巻線の一端は第２整流ユニット１０４の第１入力端に接続され、第２巻線の他端は第３巻
線の同一名前の端に接続された後に接地し、第３巻線の他端は第２整流ユニット１０４の
第２入力端に接続されている。トランス１０３は、変調された前記第１リップル波形の電
圧に基づいて第２リップル波形の電圧を出力する。
【００７４】
　従って、本発明の実施例では、上記電源アダプタ１は、フライバックスイッチング電源
と、フォワードスイッチング電源と、プッシュプルスイッチング電源と、ハーフブリッジ
タイプスイッチング電源と、フルブリッジ式スイッチング電源のうちいずれかひとつを利
用して、リップル波形の電圧を出力することができる。
【００７５】
　更に、図１Ａに示すように、第２整流ユニット１０４は、トランス１０３の二次巻線に
接続され、第２整流ユニット１０４は第２リップル波形の電圧を整流して、第３リップル
波形の電圧を出力する。第２整流ユニット１０４はダイオードからなり、二次同期整流を
実現する。これにより、第３リップル波形と変調された第１リップル波形とを同期させ、
第３リップル波形と変調された第１リップル波形とを同期させ、具体的には、第３リップ
ル波形の位相と変調された第１リップル波形の位相とを一致させ、第３リップル波形の振
幅と変調された第１リップル波形の振幅変化傾向とを一致させる。第１充電インタフェー
ス１０５は、第２整流ユニット１０４に接続され、サンプリングユニット１０６は、第２
整流ユニット１０４により出力された電圧及び/又は電流をサンプリングして電圧サンプ
リング値及び/又は電流サンプリング値を得る。制御ユニット１０７は、サンプリングユ
ニット１０６とスイッチユニット１０２とにそれぞれ接続され、制御ユニット１０７は制
御信号をスイッチユニット１０２に出力し、電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリ
ング値に基づいて制御信号のデューティ比を調節して、第２整流ユニット１０４により出
力された第３リップル波形の電圧が充電ニーズを満たすようにする。
【００７６】
　図１Ａに示すように、端末２は、第２充電インタフェース２０１と電池２０２とを含み
、第２充電インタフェース２０１は電池２０２に接続される。第２充電インタフェース２
０１が第１充電インタフェース１０５に接続されると、第２充電インタフェース２０１が
第３リップル波形の電圧を電池２０２に印加し、電池２０２を充電する。
【００７７】
　なお、第３リップル波形の電圧が充電ニーズを満たすとは、第３リップル波形の電圧と
電流とが電池充電を満たす必要がある時の充電電圧と充電電流を指す。つまり、制御ユニ
ット１０７は、サンプリングされた電源アダプタにより出力された電圧及び/又は電流に
基づいて、制御信号、例えば、ＰＷＭ信号のデューティ比を調節し、リアルタイムで第２
整流ユニット１０４の出力を調整し、閉ループ調節制御を実現する。これにより、第３リ
ップル波形の電圧は端末２の充電ニーズを満たし、電池２０２が安全で信頼的に充電する
ことを保証する。具体的には、図３に示すように、ＰＷＭ信号のデューティ比により電池
２０２に出力した充電電圧波形を調整し、図４に示すように、ＰＷＭ信号のデューティ比
により電池２０２に出力した充電電流波形を調整する。
【００７８】
　ＰＷＭ信号のデューティ比を調節する場合、電圧サンプリング値や、電流サンプリング
値、又は電圧サンプリング値及び電流サンプリング値に基づいて調節命令を生成できるこ
とが理解される。
【００７９】
　従って、本発明の実施例では、スイッチユニット１０２を制御することにより、整流さ
れた第１リップル波形の電圧、即ち、饅頭形波電圧を直接ＰＷＭチョッピング変調して高
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周波トランスに送る。高周波トランスにより第一次カップリングから二次まで、それから
、同期整流した後に饅頭形波電圧/電流を還元して、電池に直接的に送り込み、電池を急
速充電する。饅頭形波の電圧振幅は、ＰＷＭ信号のデューティ比に基づいて調節され、電
源アダプタの出力が電池の充電ニーズを満たす。これにより、本発明の実施例の電源アダ
プタは、一次、二次の電解コンデンサをキャンセルすることができ、饅頭形波電圧によっ
て直接電池を充電するので、電源アダプタの体積を減少させ、電源アダプタの小型化を実
現し、大幅にコストダウンすることができる。
【００８０】
　本発明の一つの具体的な例において、制御ユニット１０７はＭＣＵ（Ｍｉｃrｏ Ｃｏｎ
ｔrｏｌｌｅr Ｕｎｉｔ、マイクロコントローラユニット）であってもよい、即ち、スイ
ッチ駆動制御機能と、同期整流機能と、電圧電流調節制御機能とを集めたマイクロプロセ
ッサであってもよい。
【００８１】
　本発明の一つの実施例によると、制御ユニット１０７は、電圧サンプリング値及び/又
は電流サンプリング値に基づいて制御信号の周波数を調節する。即ち、スイッチユニット
１０２に出力されるＰＷＭ信号を継続的に出力させてから停止させ、所定時間を停止した
後、再びＰＷＭ信号の出力を起動する。これにより、電池に印加された電圧は断続的なも
のとなり、電池を断続的に充電することができ、電池を連続充電する際の深刻な発熱に起
因するセキュリティリスクを避けることができ、電池充電の信頼性と安全性を向上させる
ことができる。
【００８２】
　リチウム電池は、低温条件下では、リチウム電池とそれ自体のイオンと電子導電能力が
低下するので、充電する過程において分極を増加させ、連続充電により分極が顕著となり
、リチウム析出が形成する可能性が増加するので、電池の安全性能に影響を及ぼす。また
、連続充電は、充電による熱の蓄積が連続的に起こるため、電池内部の温度が徐々に上昇
し、一定の温度を超えると、電池性能が制限され、セキュリティリスクも増大する。
【００８３】
　本発明の実施例では、電源アダプタが間欠的に出力するように制御信号の周波数を調節
する。即ち、電池の充電過程で電池を静置状態にする過程を導入することで、連続充電過
程における分極によるリチウム析出を緩和し、生成された熱の持続的な蓄積の影響を弱め
、冷却効果を達成し、電池充電の信頼性と安全性を保証することができる。
【００８４】
　図５に示すように、スイッチユニット１０２に出力される制御信号は、一定時間持続的
にＰＷＭ信号を出力してから、一定時間出力を停止した後、一定時間持続的にＰＷＭ信号
を出力する。スイッチユニット１０２に出力された制御信号は隔離され、周波数は調整す
ることができる。
【００８５】
　図１Ａに示すように、制御ユニット１０７は、第１充電インタフェース１０５に接続さ
れ、制御ユニット１０７は、第１充電インタフェース１０５を介して端末２と通信して端
末２の状態情報を取得する。このように、制御ユニット１０７は、端末の状態情報と、電
圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値にしたがって、制御信号、例えば、ＰＷ
Ｍ信号のデューティ比を調節する。
【００８６】
　端末の状態情報には、前記電池の電量、前記電池の温度、前記電池の電圧、前記端末の
インタフェース情報、前記端末の通路抵抗の情報等が含まれる。
【００８７】
　具体的には、第１充電インタフェース１０５は、電源線とデータ線とを含み、電源線は
電池を充電し、データ線は、端末と通信するためのものである。第２充電インタフェース
２０１が第１充電インタフェース１０５に接続されると、電源アダプタ１と端末２との間
で通信問い合わせ命令を送信し、対応する応答命令を受信した後、電源アダプタ１は端末
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２との間に通信を確立する。制御ユニット１０７は、端末２の状態情報を取得して、端末
２に充電モードや充電パラメータ（例えば充電電流、充電電圧）をネゴシエーションし、
充電過程を制御することができる。
【００８８】
　電源アダプタ及び/又は端末がサポートする充電モードは、第２充電モードと第１充電
モードとを含む。第１充電モードは、第２充電モード（例えば、第１充電モードは、第２
充電モードより充電電流が大きい）よりも充電速度が大きい。一般的に、第２充電モード
は、定格出力電圧が５∨であり、定格出力電流が２.５Ａ以下である充電モードとして理
解することができ、第２充電モードでは、電源アダプタの出力ポートデータ線のＤ＋とＤ
－は短絡することができる。しかし本発明の実施例の第１充電モードでは、電源アダプタ
はデータ線のＤ＋とＤ－とを使用して端末と通信してデータ交換することで、電源アダプ
タと端末との間で急速充電命令を送信することができる。電源アダプタは、端末に急速充
電問い合わせ命令を送信し、端末が急速充電応答命令を受信した後、端末の応答命令に基
づいて、電源アダプタは端末の状態情報を取得し、第１充電モードを起動する。第１充電
モードにおける充電電流は２.５Ａより大きく、例えば、４.５Ａ、或いはより大きくても
よい。しかし、本発明の実施例は第２充電モードを具体的に限定せず、電源アダプタは、
２つの充電モードをサポートし、充電モードの充電速度（又は電流）が、他の充電モード
の充電速度より大きく場合、第２充電モードは充電速度が遅い方の充電モードであると理
解されてもよい。第１充電モードにおける充電電力は、１５Ｗ以上であってもよい。
【００８９】
　即ち、制御ユニット１０７は、第１充電インタフェース１０５を介して端末２と通信し
、第１充電モードと第２充電モードとを含む充電モードを判定する。
【００９０】
　具体的には、前記電源アダプタと端末とは、ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ：
Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）インターフェースにより接続されている。
ＵＳＢインターフェースは、通常のＵＳＢインターフェースや、Ｍｉｃｒｏ　ＵＳＢイン
ターフェース、または、他のタイプのＵＳＢインターフェースであってもよい。ＵＳＢイ
ンターフェースのデータ線、即ち、第１充電インタフェースのデータ線は、前記電源アダ
プタと前記端末とが双方向通信に使用されてもよい。データ線は、ＵＳＢインターフェー
スのＤ＋線及び/又はＤ－線であってもよく、いわゆる双方向通信の情報のやり取りのた
めに電源アダプタと端末の両方を参照してもよい。
【００９１】
　前記電源アダプタは、前記ＵＳＢインターフェースのデータ線を介して、前記端末と双
方向通信し、前記第１充電モードで前記端末を充電することを判定する。
【００９２】
　なお、端末とネゴシエーションして第１充電モードで前記端末を充電するか否かを判定
する過程において、電源アダプタは、端末に接続されたままでも、充電しないこととする
ことができるし、第２充電モードで端末を充電することもできるし、小さい電流で端末を
充電することもでき、本発明の実施例はこれを具体的に限定しない。
【００９３】
　前記電源アダプタは、前記第１充電モードに対応する充電電流になるよう充電電流を調
整して前記端末を充電する。電源アダプタは、第１充電モードで端末を充電すると判定さ
れた後、第１充電モードに対応する充電電流になるよう直接充電電流を調整することがで
き、端末に第１充電モードの充電電流をネゴシエーションすることもでき、例えば、端末
の電池の現在の電流量に応じて第１充電モードに対応する充電電流を決定することもでき
る。
【００９４】
　本発明の実施例では、電源アダプタは、盲目的に電流を出力して急速充電するものでは
なく、端末と双方向通信して、第１充電モードを利用できるか否かをネゴシエーションし
ているので、従来技術と比較して、急速充電過程の安全性を向上させることができる。
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【００９５】
　好ましくは、一つの実施例として、制御ユニット１０７は、前記第１充電インタフェー
スのデータ線を介して前記端末と双方向通信し、前記第１充電モードで前記端末を充電す
ると決定されたときに、前記制御ユニットが前記端末に第１命令を送信すると、前記第１
命令は、前記端末が前記第１充電モードを起動するか否かを問い合わせることに使用され
る。前記制御ユニットは、前記端末から前記第１命令の応答命令を受信する。前記第１命
令の応答命令は、前記端末が前記第１充電モードの起動を同意するように前記端末に指示
するためのものである。
【００９６】
　好ましくは、一つの実施例として、前記制御ユニットは、前記端末に前記第１命令を送
信する前に、前記電源アダプタと前記端末との間において、前記第２充電モードで充電す
る。前記制御ユニットが、前記第２充電モードの充電時間が予め設定された閾値より大き
いと判定すると、前記端末に前記第１命令を送信する。
【００９７】
　なお、電源アダプタが、前記第２充電モードの充電時間が予め設定された閾値より大き
いと判定すると、端末は、電源アダプタ自身が電源アダプタとして認識したとみなし、急
速充電問い合わせ通信を起動することができる。
【００９８】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタは、予め設定された電流閾値以上
の充電電流で予め設定された時間充電した後、前記端末に前記第１命令を送信する。
【００９９】
　好ましくは、一つの実施例として、前記制御ユニットは、前記スイッチユニットを制御
して前記電源アダプタを制御し、充電電流を前記第１充電モードに対応する充電電流に調
整する。前記電源アダプタは、前記第１充電モードに対応する充電電流で前記端末を充電
する前に、前記制御ユニットが前記第１充電インタフェースのデータ線を介して前記端末
と双方向通信して、前記第１充電モードに対応する充電電圧を判定し、前記電源アダプタ
が充電電圧を前記第１充電モードに対応する充電電圧に調整するように制御する。
【０１００】
　好ましくは、一つの実施例として、前記制御ユニットが前記第１充電インタフェースの
データ線を介して前記端末と双方向通信し、前記第１充電モードに対応する充電電圧を判
定すると、前記制御ユニットが前記端末に第２命令を送信する。前記第２命令は、前記電
源アダプタの現在の出力電圧が前記第１充電モードの充電電圧として適切であるか否かを
問い合わせるためのものである。前記制御ユニットは、前記端末から送信された前記第２
命令の応答命令を受信する。前記第２命令の応答命令は、前記電源アダプタの現在の出力
電圧が適切か、やや高いか又はやや低いかを指示するためのものである。前記制御ユニッ
トは、前記第２命令の応答命令に基づいて、前記第１充電モードの充電電圧を判定する。
【０１０１】
　好ましくは、一つの実施例として、充電電流を前記第１充電モードに対応する充電電流
に調整するように前記電源アダプタを制御する前に、前記制御ユニットは、前記第１充電
インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信し、前記第１充電モードに対応
する充電電流を決定する。
【０１０２】
　好ましくは、一つの実施例として、前記制御ユニットは、前記第１充電インタフェース
のデータ線を介して前記端末と双方向通信し、前記第１充電モードに対応する充電電流を
決定する場合、前記制御ユニットは前記端末に第３命令を送信する。前記第３命令は、前
記端末が現在サポートする最大充電電流を問い合わせるためのものである。前記制御ユニ
ットは、前記端末から送信された前記第３命令の応答命令を受信し、前記第３命令の応答
命令は、前記端末が現在サポートする最大充電電流を指示する。前記制御ユニットは、前
記第３命令の応答命令に基づいて、前記第１充電モードの充電電流を決定する。
【０１０３】
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　電源アダプタは、上記最大充電電流を直接第１充電モードの充電電流と判定してもよい
し、充電電流を最大充電電流の電流値より小さくすることもできる。
【０１０４】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記第１充電モードで前記端末
を充電する過程において、前記制御ユニットは、前記第１充電インタフェースのデータ線
を介して前記端末と双方向通信し、前記スイッチユニットを制御して前記電源アダプタが
電池に出力した充電電流を断続的に調整することとしてもよい。
【０１０５】
　電源アダプタは、例えば、端末の電池電圧や、電池電量等を問い合わせるなど、電源ア
ダプタが電池に出力した充電電流を調整して、端末の現在の状態情報を継続的に問い合わ
せることができる。
【０１０６】
　好ましくは、一つの実施例として、前記制御ユニットが前記第１充電インタフェースの
データ線を介して前記端末と双方向通信して、前記電源アダプタが電池に出力した充電電
流を断続的に調整するように前記スイッチユニットを制御すると、前記制御ユニットは、
前記端末に第４命令を送信する。前記第４命令は、前記端末内の電池の現在の電圧を問い
合わせるためのものである。前記制御ユニットは、前記端末から送信された前記第４命令
の応答命令を受信する。前記第４命令の応答命令は、前記端末内の電池の現在の電圧を指
示するためのものである。前記制御ユニットは、前記電池の現在の電圧に基づいて、前記
スイッチユニットを制御することにより、前記電源アダプタが電池に出力した充電電流を
調整する。
【０１０７】
　好ましくは、一つの実施例として、前記制御ユニットは、前記電池の現在の電圧、及び
予め設定されたの電池電圧値と充電電流値の対応関係に基づいて、前記スイッチユニット
を制御することで、前記電源アダプタが電池に出力した充電電流を前記電池の現在の電圧
に対応する充電電流値に調整する。
【０１０８】
　具体的には、電源アダプタは、電池電圧値と充電電流値の対応関係を予め記憶し、電源
アダプタは、前記第１充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信し、
端末側から端末内に記憶された電池電圧値と充電電流値の対応関係を取得する。
【０１０９】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記第１充電モードで前記端末
を充電する過程において、前記制御ユニットは、前記第１充電インタフェースのデータ線
を介して前記端末と双方向通信し、前記第１充電インタフェースと前記第２充電インタフ
ェースとの間に接触不良が発生したか否かを判定する。前記第１充電インタフェースと前
記第２充電インタフェースとの間に接触不良が発生されたことが判定されると、前記制御
ユニットは、前記第１充電モードを終了するように前記電源アダプタを制御する。
【０１１０】
　好ましくは、一つの実施例として、前記第１充電インタフェースと前記第２充電インタ
フェースとの間に接触不良が発生されたと判定される前に、前記制御ユニットは、前記端
末により前記端末の通路抵抗を指示する情報を受信し、前記制御ユニットは、前記端末に
第４命令を送信する。前記第４命令は、前記端末内の電池の電圧を問い合わせるためのも
のである。前記制御ユニットは、前記端末から送信された前記第４命令の応答命令を受信
する。前記第４命令の応答命令は、前記端末内の電池を指示するための電圧である。前記
制御ユニットは、前記電源アダプタの出力電圧と前記電池の電圧とに基づいて、前記電源
アダプタから前記電池までの通路抵抗を判定する。前記制御ユニットは、前記電源アダプ
タから前記電池までの通路抵抗と、前記端末までの通路抵抗と、前記電源アダプタと前記
端末との間の充電線線路の通路抵抗とに基づいて、前記第１充電インタフェースと前記第
２充電インタフェースとの間に接触不良が発生したか否かを判定する。
【０１１１】
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　端末は、その通路抵抗を予め記録することができる。例えば、同一型番の端末は構造が
一致するので、工場出荷時には、端末の通路抵抗を同一値に設定することができる。同様
に、電源アダプタは、充電線路の通路抵抗を予め設定することができる。電源アダプタが
端末の電池両端の電圧を取得すると、電源アダプタは、電池両端の圧力降下及び通路の電
流に基づいて、通路全体の通路抵抗を判定することができる。通路全体の通路抵抗＞端末
の通路抵抗＋充電線路の通路抵抗、又は通路全体の通路抵抗－(端末の通路抵抗＋充電線
路の通路抵抗)＞抵抗閾値である場合には、前記第１充電インタフェースと前記第２充電
インタフェースとの間に接触不良が発生したと判断される。
【０１１２】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記第１充電モードを終了する
前に、前記制御ユニットが前記端末に第５命令を送信する。前記第５命令は、前記第１充
電インタフェースと前記第２充電インタフェースとの間の接触不良を指示するものである
。
【０１１３】
　電源アダプタが第５命令を送信した後、第１充電モードを終了又はリセットする。
【０１１４】
　以上、電源アダプタの観点から本発明の実施例による急速充電過程を詳しく説明してき
たが、以下には、端末の観点から本発明の実施例による急速充電過程を説明する。
【０１１５】
　端末側で説明される電源アダプタと端末の交互及関連特性や機能等は、電源アダプタ側
の説明に対応しているので、簡潔のため、重複される説明は適宜省略する。
【０１１６】
　本発明の一つの実施例によると、図１３に示すように、端末２は、充電制御スイッチ２
０３とコントローラ２０４とを更に含む。充電制御スイッチ２０３、例えば、電子スイッ
チングデバイスからなるスイッチ回路は、第２充電インタフェース２０１と電池２０２と
の間に接続されている。充電制御スイッチ２０３は、コントローラ２０４の制御により電
池２０２の充電過程を閉／開するものである。このように、端末側から電池２０２の充電
過程を制御することができ、電池２０２の充電の安全性と信頼性を保証することができる
。
【０１１７】
　また、図１４に示すように、端末２は、通信ユニット２０５を更に含む。通信ユニット
２０５は、第２充電インタフェース２０１と第１充電インタフェース１０５とにより、コ
ントローラ２０４と制御ユニット１０７との間で双方向通信を確立する。即ち、端末２と
電源アダプタ１とは、ＵＳＢインターフェースのデータ線により双方向通信することが可
能であり、前記端末２は、第２充電モードと第１充電モードとをサポートする。前記第１
充電モードでの充電電流は、前記第２充電モードでの充電電流より大きい。前記通信ユニ
ット２０５は、前記制御ユニット１０７と双方向通信して前記電源アダプタ１が前記第１
充電モードを利用して前記端末２を充電すると判定すると、前記制御ユニット１０７は、
前記電源アダプタ１が前記第１充電モードに対応する充電電流にしたがって出力し、前記
端末２内の電池２０２を充電するように前記電源アダプタ１を制御する。
【０１１８】
　本発明の実施例では、電源アダプタ１は盲目的に電流を出力して急速充電するものでは
なく、端末に双方向通信を行って、第１充電モードを利用することができるか否かについ
てネゴシエーションするので、従来技術と比較して、急速充電過程の安全性を向上させる
。
【０１１９】
　好ましくは、一つの実施例として、前記コントローラは、通信ユニットを介して前記制
御ユニットから送信された第１命令を受信する。前記第１命令は、前記端末が前記第１充
電モードを起動するか否かを問い合わせるためのものである。前記コントローラは、通信
ユニットを介して前記制御ユニットに前記第１命令の応答命令を送信する。前記第１命令
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の応答命令は、前記端末が前記第１充電モードの起動を同意するように前記端末を指示す
るためのものである。
【０１２０】
　好ましくは、一つの実施例として、前記コントローラは通信ユニットを介して前記制御
ユニットから送信された第１命令を受信する前に、前記電源アダプタは、前記第２充電モ
ードで前記端末内の電池を充電する。前記制御ユニットが前記第２充電モードの充電時間
が予め設定された閾値より大きいと判定すると、前記制御ユニットは、端末内の通信ユニ
ットに前記第１命令を送信する。前記コントローラは、通信ユニットを介して前記制御ユ
ニットから送信された前記第１命令を受信する。
【０１２１】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタは、前記第１充電モードに対応す
る充電電流に従って出力し、前記端末内の電池を充電する前に、前記コントローラは通信
ユニットを介して前記制御ユニットと双方向通信を行い、前記電源アダプタが前記第１充
電モードに対応する充電電圧を判定する。
【０１２２】
　好ましくは、一つの実施例として、前記コントローラは、前記制御ユニットから送信さ
れた第２命令を受信する。前記第２命令は、前記電源アダプタの現在の出力電圧が、前記
第１充電モードの充電電圧として適切であるか否かを問い合わせるためのものである。前
記コントローラは、前記制御ユニットに前記第２命令の応答命令を送信する。前記第２命
令の応答命令は、前記電源アダプタの現在の出力電圧が適切か、やや高いか又はやや低い
かを指示するためのものである。
【０１２３】
　好ましくは、一つの実施例として、前記コントローラは、前記制御ユニットと双方向通
信し、前記電源アダプタが、前記第１充電モードに対応する充電電流を判定する。
【０１２４】
　前記コントローラは、前記制御ユニットから送信された第３命令を受信する。前記第３
命令は、前記端末が現在サポートする最大充電電流を問い合わせるためのものである。前
記コントローラは、前記制御ユニットに前記第３命令の応答命令を送信する。前記第３命
令の応答命令は、前記端末内の電池が現在サポートする最大充電電流を指示するためのも
のである。前記電源アダプタは、前記最大充電電流に基づいて前記第１充電モードに対応
する充電電流を判定する。
【０１２５】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記第１充電モードで前記端末
を充電する過程において、前記コントローラは、前記制御ユニットと双方向通信し、前記
電源アダプタが、前記電源アダプタが電池に出力した充電電流を断続的に調整するように
する。
【０１２６】
　前記コントローラは、前記制御ユニットから送信された第４命令を受信する。前記第４
命令は、前記端末内の電池の現在の電圧を問い合わせるためのものである。前記コントロ
ーラは、前記制御ユニットに前記第４命令の応答命令を送信する。前記第４命令の応答命
令は、前記端末内の電池の現在の電圧を指示するためのものである。前記電源アダプタは
、前記電池の現在の電圧に基づいて、前記電源アダプタが電池に出力した充電電流を断続
的に調整するようにする。
【０１２７】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記第１充電モードで前記端末
を充電する過程において、前記コントローラは、通信ユニットを介して前記制御ユニット
と双方向通信を行い、前記電源アダプタが、前記第１充電インタフェースと前記第２充電
インタフェースとの間に接触不良が発生したか否かを判定する。
【０１２８】
　前記コントローラは、前記制御ユニットから送信された第４命令を受信する。前記第４
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命令は、前記端末内の電池の現在の電圧を問い合わせるためのものである。前記コントロ
ーラは、前記制御ユニットに前記第４命令の応答命令を送信する。前記第４命令の応答命
令は、前記端末内の電池の現在の電圧を指示するためのものである。前記制御ユニットは
、前記電源アダプタの出力電圧と前記電池の現在の電圧と基づいて、前記第１充電インタ
フェースと前記第２充電インタフェースとの間に接触不良が発生したか否かを判定する。
【０１２９】
　好ましくは、一つの実施例として、前記コントローラは、前記制御ユニットから送信さ
れた第５命令を受信する。前記第５命令は、前記第１充電インタフェースと前記第２充電
インタフェースとの間に接触不良を指示するためのものである。
【０１３０】
　第１充電モードを起動して使用するために、電源アダプタは、端末との間で急速充電通
信を行うことができ、一回又は数回のハンドシェーク通信により、電池の急速充電を実現
する。以下、図６を参照しながら、本発明の実施例による急速充電通信処理、及び急速充
電過程に含まれる各段階を詳しく説明する。図６に示された通信ステップ又は操作は単に
例示的なものであり、本発明の実施例は、他の操作又は図６に示された様々な操作の変形
を更に実行することができることを理解されたい。また、図６の各段階は、図６に示され
る順序と異なる順序で実行することもでき、図６の全部の操作を実行しないことも可能で
ある。なお、図６に示された曲線は、充電電流のピーク値又は平均値の変化傾向であり、
実際の充電電流曲線ではない。
【０１３１】
　図６に示すように、急速充電過程は以下のような５段階を含む。
【０１３２】
　段階１
　端末と電源提供装置が接続された後、端末はデータ線Ｄ＋、Ｄ－を介して電源提供装置
のタイプを検出する。検出された電源提供装置が電源アダプタである場合、端末に吸収さ
れた電流は予め設定された電流閾値Ｉ２（例えば、１Ａである）より大きくてもよい。電
源アダプタは、予め設定された時間（例えば、連続的なＴ１時間であってもよい）電源ア
ダプタから出力された電流がＩ２以上である場合、電源アダプタは、端末が電源提供装置
のタイプの識別が完了したと判断し、電源アダプタは、アダプタと端末との間のハンドシ
ェイク通信を起動する。電源アダプタは、命令１（上記第１命令に対応する）を送信して
端末が第１充電モード（又はフラッシュ充電）を起動したか否かを問い合わせる。
【０１３３】
　電源アダプタが、端末の応答命令を受信して、端末が第１充電モードの起動を同意しな
い場合には、電源アダプタの出力電流を再度検出する。電源アダプタの出力電流が予め設
定された連続時間（例えば、連続的なＴ１時間）が依然としてＩ２以上である場合には、
端末が第１充電モードを起動するか否かの問い合わせを再度リクエストし、端末が第１充
電モードの起動を同意するか、又は電源アダプタの出力電流がＩ２以上であるとの条件を
満たすまで、段階１の上記ステップを繰り返す。
【０１３４】
　端末が第１充電モードの起動を同意した後、急速充電過程が開始され、急速充電通信は
第２段階に入る。
【０１３５】
　段階２
　電源アダプタから出力された饅頭形波電圧は、複数の電圧レベルを含んでいてもよく、
電源アダプタは、端末に命令２（上記第２命令に対応する）を送信して端末に電源アダプ
タの出力電圧が電池の現在の電圧（又は適切であるか否か、即ち、第１充電モードでの充
電電圧として適切か否か）に一致しているか否か、即ち、充電ニーズを満たすか否かを問
い合わせる。
【０１３６】
　端末は電源アダプタの出力電圧がやや高い又はやや低い又は一致していると応答し、電
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源アダプタは端末のアダプタの出力電圧がやや高い又はやや低いかのフィードバックを受
信すると、制御ユニットは、ＰＷＭ信号のデューティ比を調節して電源アダプタの出力電
圧を一つの電圧レベルに調整し、端末に命令２を再度送信して、端末に電源アダプタの出
力電圧が一致しているか否かを改めて問い合わせる。
【０１３７】
　以上のステップに基づいて、端末が電源アダプタにその出力電圧が一致する電圧レベル
にあると応答するまで段階２を繰り返し、その後、第３段階に入る。
【０１３８】
　段階３
　端末により応答された電源アダプタの出力電圧が一致するとのフィードバックを受信し
た後、電源アダプタは、端末に命令３（上記第３命令に対応する）を送信して、端末に現
在サポートしている最大充電電流を問い合わせる。端末は、電源アダプタに現在サポート
している最大充電電流値を応答した後、第４段階に入る。
【０１３９】
　段階４
　端末により応答された、現在サポートしている最大充電電流値のフィードバックを受信
した後、電源アダプタは、その出力電流基準値を設定し、制御ユニット１０７は、電源ア
ダプタの出力電流が端末充電電流ニーズを満たすように電流基準値に基づいてＰＷＭ信号
のデューティ比を調節、即ち、定電流段階に入る。定電流段階とは、電源アダプタの出力
電流ピーク値又は平均値が基本的に変化せず（つまり、出力電流ピーク値又は平均値の変
化幅が小さい、例えば、出力電流ピーク値又は平均値の５％範囲内で変化する）、第３リ
ップル波形の電流ピーク値は、各サイクル毎に、一定に保持される。
【０１４０】
　段階５：
　電流が一定的に変化する段階に入ると、電源アダプタは、一定時間間隔毎に命令４（上
記第４命令に対応する）を送信して、端末に電池の現在の電圧を問い合わせる。端末は、
電源アダプタに端末電池の現在の電圧をフィードバックし、端末電池に関する現在の電圧
のフィードバックにより、電源アダプタは、ＵＳＢ接触、即ち、第１充電インタフェース
と第２充電インタフェースとの間の接触は良好であるか、及び端末の現在の充電電流値を
低下させる必要はあるか否かを判断する。電源アダプタは、ＵＳＢが接触不良であると判
断されると、命令５（上記第５命令に対応する）を送信し、その後リセットして改めて段
階１に入る。
【０１４１】
　好ましくは、一部の実施例では、段階１で端末が命令１に応答すると、命令１に対応す
るデータに端末の通路抵抗のデータ（又は情報）を添付し、段階５では、端末通路抵抗デ
ータを使用してＵＳＢ接触が良好であるか否かを判断する。
【０１４２】
　好ましくは、一部の実施例では、段階２において、端末が第１充電モードの起動を同意
してから、電源アダプタが電圧を適切な値までに調整する時間は一定範囲内で制御するこ
とができ、この時間が所定範囲を越える場合には、端末はリクエストが異常であると判断
して、急速リセットを行うこととしてもよい。
【０１４３】
　好ましくは、一部の実施例では、段階２において、電源アダプタの出力電圧が電池の現
在の電圧と比較してΔ∨(Δ∨は約２００～５００Ｍ∨)より高い場合、端末は、電源アダ
プタに、電源アダプタの出力電圧が適切であるか/一致するようにフィードバックする。
端末は、電源アダプタに、電源アダプタの出力電圧が不適切（即ち、やや高い又はやや低
い）であることをフィードバックすると、制御ユニット１０７は、電圧サンプリング値に
基づいてＰＷＭ信号のデューティ比を調節し、電源アダプタの出力電圧を調整する。
【０１４４】
　好ましくは、一部の実施例では、段階４では、調整速度が早すぎて急速充電が異常中断
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することを回避するために、電源アダプタの出力電流値の大きさを一定の範囲内に抑える
ことができる。
【０１４５】
　好ましくは、一部の実施例では、段階５では、電源アダプタの出力電流値の大きさの変
化幅を５％以内に抑制することができ、即ち、定電流段階とみなすことができる。
【０１４６】
　好ましくは、一部の実施例では、段階５では、電源アダプターは、充電回路抵抗をリア
ルタイムに監視し、測定された電源アダプタの出力電圧と、現在の充電電流と読み取られ
た端末電池電圧とに基づいて、全体の充電回路抵抗を監視する。測定された充電回路抵抗
＞端末通路抵抗＋急速充電データ線抵抗である場合に、ＵＳＢは、接触不良が発生したと
判断し、急速充電リセットを行う。
【０１４７】
　好ましくは、一部の実施例では、第１充電モードを起動した後、電源アダプタと端末と
の間の通信時間間隔を一定範囲内に控えることで、急速充電リセットを回避することがで
きる。
【０１４８】
　好ましくは、一部の実施例では、第１充電モード（又は急速充電過程）の停止を、回復
可能停止と回復不可能停止の二つに分けることができる。
【０１４９】
　例えば、端末が電池充電満了又はＵＳＢ接触不良を検出すると、急速充電を停止してリ
セットし、段階１に入る。端末が第１充電モードの起動を同意しないと、急速充電通信は
段階２に入らない。この時、停止された急速充電過程は回復不可能停止と判断される。
【０１５０】
　また、例えば、端末と電源アダプタとの間に通信異常が現れた場合、急速充電を停止し
てリセットし、段階１に入る。段階１の要求を満足した後、端末は、第１充電モードの起
動を同意して急速充電過程を再開する。この時、停止された急速充電の過程は回復可能停
止と判断される。
【０１５１】
　また、例えば、端末が電池に異常が発生したことを検出すると、急速充電を停止してリ
セットし、段階１に入る。段階１に入った後、端末は、第１充電モードの起動を同意しな
い。電池が正常に戻り、段階１の要求を満足してから、端末は、急速充電を再開するため
に急速充電の起動に同意する。この時、停止された急速充電過程は回復可能停止と判断さ
れる。
【０１５２】
　特に説明しなければならないことは、以上図６に示された通信ステップ又は操作は、単
に例示的なものである。例えば、段階１においては、端末がアダプタに接続された後、端
末とアダプタの間のハンドシェイク通信が端末により開始され、端末は、命令１を送信し
てアダプタが第１充電モード（又はフラッシュ充電と呼ぶ）を起動するか否かを問い合わ
せし、端末は、電源アダプタの応答命令を受信して電源アダプタに第１充電モードの起動
を同意するように指示した場合、急速充電過程は起動することとしてもよい。
【０１５３】
　特に説明しなければならないことは、以上図６に示された通信ステップ又は操作は、単
に例示的なものである。例えば、段階５の後、定電圧充電段階を含むことができる。即ち
、段階５では、端末が電源アダプタに端末電池の現在の電圧をフィードバックし、端末電
池の電圧が徐々に上昇して、前記端末電池の現在の電圧が定電圧充電電圧閾値に達すると
、定電圧充電段階に変換し、制御ユニット１０７がこの電圧基準値（即ち、定電圧充電電
圧閾値）によりＰＷＭ信号のデューティ比を調節して、電源アダプタの出力電圧を端末充
電電圧のニーズを満たすようにし、電圧が一定的に変化するように保持することとしても
よい。定電圧充電段階では、充電電流が徐々に減少し、電流がある閾値までに低下すると
充電が停止して、電池が既に充電満了と識別される。定電圧充電とは、第３リップル波形
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のピーク電圧が基本的に一定に保持されることを意味する。
【０１５４】
　本発明の実施例では、電源アダプタの出力電圧の取得は、第３リップル波形のピーク電
圧又は電圧平均値の取得であり、電源アダプタの出力電流の取得は、第３リップル波形の
ピーク値電流又は電流平均値の取得である、と理解される。
【０１５５】
　本発明の一つの実施例では、図７Ａに示すように、電源アダプタ１は、直列連結された
制御可能なスイッチ１０８とフィルターユニット１０９とを更に含む。直列連結された制
御可能なスイッチ１０８とフィルターユニット１０９は第２整流ユニット１０４の第１出
力端に接続される。制御ユニット１０７は、充電モードが第２充電モードであると判定さ
れると、制御可能なスイッチ１０８が閉じるように制御し、充電モードが第１充電モード
であることが判定されると、制御可能なスイッチ１０８を切るように制御する。また、第
２整流ユニット１０４の出力端は一組又は複数組の小電気容量に並列連結されるので、ノ
イズ低減効果があるだけではなく、サージ現象の発生も減少させることができる。第２整
流ユニット１０４の出力端にＬＣフィルタ回路又はπ型フィルタ回路を接続し、リップル
干渉をフィルタリングするようにすることもできる。図７Ｂに示すように、第２整流ユニ
ット１０４の出力端には、ＬＣフィルタ回路が接続されている。なお、ＬＣフィルタ回路
又はπ型フィルタ回路の電気容量は、全て小電気容量であり、スペースがが少なくてすむ
。
【０１５６】
　フィルターユニット１０９は、フィルタコンデンサを含む。このフィルタコンデンサは
、５∨の標準充電をサポートする。即ち、第２充電モードに対応し、制御可能なスイッチ
１０８は、半導体スイッチングデバイス、例えば、ＭＯＳトランジスタからなる。電源ア
ダプタは、第２充電モード（又は標準充電）を利用して端末の電池を充電する場合、制御
ユニット１０７は、制御可能なスイッチ１０８が閉じるように制御し、フィルターユニッ
ト１０９を回路にアクセスする。これにより、直流充電技術との互換性を向上させるため
に、第２整流ユニットの出力をフィルタリングし、即ち、直流を端末の電池に印加して、
電池に直流充電する。例えば、一般的に、フィルターユニットは並列連結の電解コンデン
サと普通電気容量、即ち、５∨標準充電をサポートする小電気容量（例えば、固体コンデ
ンサ）を含む。電解コンデンサがは比較的大きな体積を占めるため、電源アダプタの小型
化を図るには、電源アダプタ内の電解コンデンサを取り除き、容値が小さい電気容量を残
すことができる。第２充電モードを利用する場合、この小電気容量がある分岐路が導通す
るように制御することができ、電流をフィルタリングして小電力で安定した出力を実現し
、電池に直流充電することができる。第１充電モードを利用する場合には、小電気容量が
ある分岐路を切断するように制御し、第２整流ユニット１０４の出力がフィルタリングさ
れることなく、リップル波形の電圧/電流直接に出力して電池に印加し、電池の急速充電
を実現することができる。
【０１５７】
　本発明の一つの実施例によると、制御ユニット１０７は、充電モードが第１充電モード
であると判定された場合、端末の状態情報に基づいて第１充電モードに対応する充電電流
及び/又は充電電圧を取得し、第１充電モードに対応する充電電流及び/又は充電電圧に基
づいて、制御信号、例えば、ＰＷＭ信号のデューティ比を調節する。つまり、現在の充電
モードが第１充電モードであると判定された場合、制御ユニット１０７は、取得された端
末の状態情報、例えば、電池の電圧、電量、温度、端末の運転パラメータ、及び端末上で
動作されているアプリケーションの消費電気量情報等により第１充電モードに対応する充
電電流及び/又は充電電圧を取得し、その後、取得された充電電流及び/又は充電電圧に基
づいて制御信号のデューティ比を調節することで、電源アダプタの出力は充電ニーズを満
たし、電池の急速充電を実現することができる。
【０１５８】
　端末の状態情報は、電池の温度を含む。また、電池の温度が、第１の予め設定された温
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度の閾値より大きく、又は、電池の温度が、第２の予め設定された温度の閾値より小さい
場合、現在の充電モードが第１充電モードである場合に、第１充電モードを第２充電モー
ドに切り替える。第１の予め設定された温度の閾値は、第２の予め設定された温度の閾値
より大きい。即ち、電池の温度が低すぎる（例えば、対応する第２の予め設定された温度
の閾値より小さい）又は高過ぎる（例えば、対応する第１の予め設定された温度の閾値よ
り大きい）場合、いずれも急速充電が適用されていないので、第１充電モードを第２充電
モードに切り替える必要がある。本発明の実施例では、第１の予め設定された温度の閾値
と第２の予め設定された温度の閾値とは実際の状況に応じて設定され又は制御ユニット（
例えば、電源アダプタＭＣＵ）のメモリに書き込むことができる。
【０１５９】
　本発明の一つの実施例では、制御ユニット１０７は、電池の温度が予め設定された高温
保護閾値より大きい場合に、スイッチユニット１０２を閉じるように制御する。即ち、電
池の温度が高温保護閾値を超えた場合、制御ユニット１０７は、高温保護ストラテジを利
用する必要があるので、スイッチユニット１０２を閉じるように制御して、電源アダプタ
が電池を充電しないようにし、電池が高温となることから保護し、充電の安全性を向上さ
せる。前記高温保護閾値は前記第１温度の閾値と異なってもよいし、同じでもよい。好ま
しくは、前記高温保護閾値は前記第１温度の閾値より大きい。
【０１６０】
　本発明の他の実施例では、前記コントローラは、前記電池の温度を取得することに用い
られ、前記電池の温度が予め設定された高温保護閾値より大きい場合、前記充電制御スイ
ッチを閉じるように制御する。即ち、端末側から充電制御スイッチを閉じることにより、
電池の充電過程を閉じ、充電の安全性を保証する。
【０１６１】
　また、本発明の一つの実施例では、前記制御ユニットは、前記第１充電インタフェース
の温度を取得することに用いられ、前記第１充電インタフェースの温度が予め設定された
保護温度より大きい場合、前記スイッチユニットを閉じるように制御する。即ち、充電イ
ンタフェースの温度が一定温度を超えた場合、制御ユニット１０７は高温保護ストラテジ
を実行する必要があるので、スイッチユニット１０２を切るように制御して、電源アダプ
タが電池を充電しないようにすることで、充電インタフェースが高温となることから保護
し、充電の安全性を向上させる。
【０１６２】
　勿論、本発明の他の実施例では、前記コントローラは、前記制御ユニットと双方向通信
して前記第１充電インタフェースの温度を取得し、前記第１充電インタフェースの温度が
予め設定された保護温度より大きい場合に、前記充電制御スイッチ（図１３と図１４を参
照）が閉じるように制御し、端末側から充電制御スイッチを閉じることで、電池の充電過
程を閉じ、充電の安全性を向上させる。
【０１６３】
　具体的には、本発明の一つの実施例では、図８に示すように、電源アダプタ１は、駆動
ユニット１１０、例えば、ＭＯＳFＥＴドライブを更に含む。駆動ユニット１１０は、ス
イッチユニット１０２と制御ユニット１０７の間に接続され、駆動ユニット１１０は、制
御信号に基づいてスイッチユニット１０２を切るか又は閉じるように駆動する。勿論、本
発明の他の実施例では、駆動ユニット１１０は制御ユニット１０７に集成することがもで
きる。
【０１６４】
　また、図８に示すように、電源アダプタ１は、隔離ユニット１１１を更に含み、隔離ユ
ニット１１１を、駆動ユニット１１０と制御ユニット１０７の間に接続することで、電源
アダプタ１の一次と二次の間の信号（又はトランス１０３の一次巻線と二次巻線の間の信
号）を隔離する。隔離ユニット１１１は、オプトカプラ隔離方法を利用することができる
が、他の隔離方法を利用することもできる。隔離ユニット１１１を設けることにより、制
御ユニット１０７は、電源アダプタ１の二次側（又はトランス１０３の二次巻線側）に設
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けられてもよく、これにより、端末２と便利に通信することができ、電源アダプタ１の空
間デザインをより簡易にすることができる。
【０１６５】
　勿論、本発明の他の実施例では、制御ユニット１０７も、駆動ユニット１１０も一次側
に設けることとしてもよい。この時、制御ユニット１０７とサンプリングユニット１０６
の間に隔離ユニット１１１を設けることにより、電源アダプタ１の一次と二次の間の信号
を隔離することができる、と理解される。
【０１６６】
　また、本発明の実施例では、制御ユニット１０７が二次側に設けられた場合には、隔離
ユニット１１１を設ける必要があるが、隔離ユニット１１１を制御ユニット１０７に集成
することもできる。つまり、一次から二次へ信号を伝達する又は二次から一次へ信号を伝
達する場合、通常、隔離ユニットを設けることにより信号隔離を行う必要がある。
【０１６７】
　本発明の一つの実施例では、図９に示すように、電源アダプタ１は、補助巻線と給電ユ
ニット１１２とを更に含む。補助巻線は、変調された第１リップル波形の電圧に基づいて
第４リップル波形の電圧を生成する。給電ユニット１１２は、補助巻線に接続されており
、給電ユニット１１２（例えば、フィルタリングレギュレータモジュールと、電圧変換モ
ジュール等）は第４リップル波形の電圧を変換して直流を出力するよう、それぞれ駆動ユ
ニット１１０及び/又は制御ユニット１０７に給電する。給電ユニット１１２は、フィル
タリング小電気容量、レギュレータチップ等のデバイスからなり、第４リップル波形の電
圧を処理して変換し、３.３∨又は５∨等低電圧直流を出力する。
【０１６８】
　つまり、駆動ユニット１１０の給電電源は、給電ユニット１１２が第４リップル波形の
電圧を変換することで取得することができ、制御ユニット１０７を一次側に設けた場合、
その給電電源は給電ユニット１１２が第４リップル波形の電圧を変換して取得することが
できる。図９に示すように、制御ユニット１０７を一次側に設けた場合、給電ユニット１
１２は、駆動ユニット１１０と制御ユニット１０７とにそれぞれ２つの直流出力を給電す
る。制御ユニット１０７とサンプリングユニット１０６の間にオプトカプラ隔離ユニット
１１１を設けることにより、電源アダプタ１の一次と二次の間の信号を隔離することがで
きる。
【０１６９】
　制御ユニット１０７は、一次側に設けられ、駆動ユニット１１０が集成されている場合
、給電ユニット１１２は、制御ユニット１０７に個別に給電する。制御ユニット１０７が
二次側に設けられ、駆動ユニット１１０が一次側に設けられた場合、給電ユニット１１２
は、駆動ユニット１１０に個別に給電し、制御ユニット１０７の給電が二次から提供され
、例えば、一つの給電ユニットを介して第２整流ユニット１０４から出力された第３リッ
プル波形の電圧を直流電力に変換して制御ユニット１０７に供給する。
【０１７０】
　また、本発明の実施例では、第１整流ユニット１０１の出力端は複数の小電気容量に並
列連結され、フィルタリングが行われる。或いは、第１整流ユニット１０１の出力端にＬ
Ｃフィルタ回路が接続される。
【０１７１】
　本発明の他の実施例では、図１０に示すように、電源アダプタ１は第１電圧検出ユニッ
ト１１３を更に含む。第１電圧検出ユニット１１３は、補助巻線と制御ユニット１０７と
にそれぞれ接続される。第１電圧検出ユニット１１３は、第４リップル波形の電圧を検出
して電圧検出値を生成するためのものであり、制御ユニット１０７は、電圧検出値に基づ
いて制御信号のデューティ比を調節するためのものであり。
【０１７２】
　つまり、制御ユニット１０７は、第１電圧検出ユニット１１３により検出された補助巻
線の出力電圧に基づいて、第２整流ユニット１０４の出力電圧を反映することができ、そ



(32) JP 2018-201330 A 2018.12.20

10

20

30

40

50

の後電圧検出値に基づいて、制御信号のデューティ比を調節し、第２整流ユニット１０４
の出力を電池の充電ニーズに一致させる。
【０１７３】
　具体的には、本発明の一つの実施例では、図１１に示すように、サンプリングユニット
１０６は、第１電流サンプリング回路１０６１と第１電圧サンプリング回路１０６２とを
含む。第１電流サンプリング回路１０６１は、第２整流ユニット１０４から出力された電
流をサンプリングして電流サンプリング値を取得するためのものであり、第１電圧サンプ
リング回路１０６２は、第２整流ユニット１０４から出力された電圧をサンプリングして
電圧サンプリング値を取得するためのものである。
【０１７４】
　好ましくは、第１電流サンプリング回路１０６１は、第２整流ユニット１０４の第１出
力端の抵抗（電流検出抵抗）に接続された電圧をサンプリングして第２整流ユニット１０
４出力の電流をサンプリングする。第１電圧サンプリング回路１０６２は、第２整流ユニ
ット１０４の第１出力端と第２出力端の間の電圧をサンプリングして第２整流ユニット１
０４から出力された電圧をサンプリングする。
【０１７５】
　また、本発明の一つの実施例では、図１１に示すように、第１電圧サンプリング回路１
０６２は、ピーク電圧サンプリング保持ユニットと、ゼロ交差サンプリングユニット、リ
ーケージユニットとＡＤサンプリングユニットとを含む。ピーク電圧サンプリング保持ユ
ニットは、第３リップル波形の電圧のピーク電圧をサンプリングして保持し、ゼロ交差サ
ンプリングユニットは、第３リップル波形の電圧のゼロ交差点をサンプリングし、リーケ
ージユニットは、ゼロ交差点した際にピーク電圧サンプリング保持ユニットをリーケージ
し、ＡＤサンプリングユニットは、ピーク電圧サンプリング保持ユニットのピーク電圧を
サンプリングして電圧サンプリング値を取得する。
【０１７６】
　第１電圧サンプリング回路１０６２に、ピーク電圧サンプリング保持ユニットと、ゼロ
交差サンプリングユニットと、リーケージユニットとＡＤサンプリングユニットとを設け
ることにより、第２整流ユニット１０４から出力された電圧を正確にサンプリングするこ
とができる。電圧サンプリング値と第１リップル波形の電圧とを同期し、即ち、位相が同
期することで、振幅変化傾向が一致する。
【０１７７】
　本発明の一つの実施例によると、図１２に示すように、電源アダプタ１は、第２電圧サ
ンプリング回路１１４を更に含む。第２電圧サンプリング回路１１４は、第１リップル波
形の電圧をサンプリングするためのものである。第２電圧サンプリング回路１１４は、制
御ユニット１０７に接続され、第２電圧サンプリング回路１１４によりサンプリングされ
た電圧値が第１の予め設定された電圧値より大きい場合、制御ユニット１０７はスイッチ
ユニット１０２が第１の予め設定された時間を切るように制御して第１リップル波形のサ
ージ電圧、スパイク電圧等に放電する。
【０１７８】
　図１２に示すように、第２電圧サンプリング回路１１４は、第１整流ユニット１０１の
第１出力端と第２出力端とに接続して、第１リップル波形の電圧をサンプリングし、制御
ユニット１０７は、第２電圧サンプリング回路１１４によりサンプリングされた電圧値を
判断する。第２電圧サンプリング回路１１４によりサンプリングされた電圧値が第１の予
め設定された電圧値より大きい場合には、電源アダプタ１は、落雷干渉を受けて、サージ
電圧が現れたと判断し、この時、サージ電圧をリーケージして、充電の安全性と信頼性を
確保する。制御ユニット１０７は、スイッチユニット１０２が一定時間に開くように制御
し、リーケージ通路を形成して、落雷によるサージ電圧をリーケージし、電源アダプタが
端末を充電する際に発生した落雷による干渉を防止し、端末を充電する際の安全性と信頼
性とを向上させる。第１の予め設定された電圧値は実際の状況により決定される。
【０１７９】
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　本発明の一つの実施例では、電源アダプタ１により端末２の電池２０２を充電する過程
において、制御ユニット１０７は、サンプリングユニット１０６によりサンプリングされ
た電圧値が第２の予め設定された電圧値より大きい場合、スイッチユニット１０２を閉じ
るように制御する。即ち、制御ユニット１０７は、サンプリングユニット１０６によりサ
ンプリングされた電圧値の大きさを判断し、サンプリングユニット１０６によりサンプリ
ングされた電圧値が第２の予め設定された電圧値より大きい場合には、電源アダプタ１か
ら出力された電圧が高すぎると判断し、制御ユニット１０７は、スイッチユニット１０２
を閉じるように制御して、電源アダプタ１による端末２の電池２０２への充電を停止する
。即ち、制御ユニット１０７は、スイッチユニット１０２を閉じるよう制御して電源アダ
プタ１が過電圧となることから保護し、充電の安全性を保証する。
【０１８０】
　勿論、本発明の一つの実施例では、前記コントローラ２０４は、前記制御ユニット１０
７と双方向通信して前記サンプリングユニット１０６によりサンプリングされた電圧値を
取得し（図１３と図１４）、前記サンプリングユニット１０６によりサンプリングされた
電圧値が第２の予め設定された電圧値より大きい場合に、前記充電制御スイッチ２０３が
閉じるように制御し、即ち、端末２側から充電制御スイッチ２０３を閉じることで、電池
２０２の充電過程を閉じ、充電の安全性を保証する。
【０１８１】
　また、制御ユニット１０７は、サンプリングユニット１０６によりサンプリングされた
電流値が予め設定された電流値より大きい場合に、スイッチユニット１０２を閉じるよう
に制御する。即ち、制御ユニット１０７は、サンプリングユニット１０６によりサンプリ
ングされた電流値の大きさを判断し、サンプリングユニット１０６によりサンプリングさ
れた電流値が予め設定された電流値より大きい場合には、電源アダプタ１から出力された
電流が大きすぎると判断して、制御ユニット１０７が、スイッチユニット１０２を閉じる
ように制御し、電源アダプタ１の端末への充電を停止させる。即ち、制御ユニット１０７
がスイッチユニット１０２を閉じるよう制御することで、電源アダプタ１が過電流となる
ことから保護し、充電の安全性を保証する。
【０１８２】
　同様に、前記コントローラ２０４は、前記制御ユニット１０７と双方向通信してサンプ
リングユニット１０６によりサンプリングされた電流値を取得し（図１３と図１４）、前
記サンプリングユニット１０６によりサンプリングされた電流値が予め設定された電流値
より大きい場合に、前記充電制御スイッチ２０３を閉じるように制御する。即ち、端末２
側から充電制御スイッチ２０３を閉じることで、電池２０２の充電過程を閉じ、充電の安
全性を保証する。
【０１８３】
　第２の予め設定された電圧値と予め設定された電流値とはいずれも実際の状況により設
定され又は制御ユニット（例えば、電源アダプタ１の制御ユニット１０７の、マイクロコ
ントローラユニットＭＣＵなど）のメモリに書き込むことができる。
【０１８４】
　本発明の実施例では、端末は携帯電話などの移動端末、充電器などの移動電源、マルチ
メディアプレーヤー、ラップトップ、ウェアラブル機器等であってもよい。
【０１８５】
　本発明の実施例による端末用充電システムによると、電源アダプタが第３リップル波形
の電圧を出力するように制御して、電源アダプタから出力された第３リップル波形の電圧
を直接端末の電池に印加することにより、リップルの出力電圧/電流は直接に電池を急速
充電する。リップルの出力電圧/電流の大きさは定期的に変化するので、従来の定電圧定
電流と比較して、リチウム電池のリチウム析出を低減させ、電池の使用寿命を向上させ、
充電インタフェースの接点のアーク放電の確率と強度とを減少させ、充電インタフェース
の寿命を向上させ、及び電池の分極効果を低減させ、充電速度を向上させ、電池の発熱を
減少させ、端末の充電時の安全性と信頼性を保証することができる。また、電源アダプタ
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からリップル波形の電圧が出力されるので、電源アダプタに電解コンデンサを設ける必要
はなく、電源アダプタを簡略化して小型化させるだけではなく、大幅にコストダウンする
こともできる。
【０１８６】
　図１５は本発明の実施例による端末用充電方法のフローチャートである。図１５に示す
ように、この端末用充電方法は、以下のようなステップを含む。
【０１８７】
　Ｓ１：電源アダプタの第１充電インタフェースが端末の第２充電インタフェースに接続
されると、電源アダプタに入力された交流を一次整流して第１リップル波形の電圧を出力
する。
【０１８８】
　即ち、電源アダプタの第１整流ユニットにより入力された交流（即ち、２２０∨、５０
Ｈｚ又は６０Ｈｚなどの主電源）の交流電を整流し、第１リップル波形の電圧（例えば、
１００Ｈｚ又は１２０Ｈｚ）の饅頭形波電圧を出力する。
【０１８９】
　Ｓ２：スイッチユニットを制御して前記第１リップル波形の電圧を変調させ、トランス
の変換により第２リップル波形の電圧を出力する。
【０１９０】
　スイッチユニットはＭＯＳトランジスタからなり、ＭＯＳトランジスタをＰＷＭ制御し
て饅頭形波の電圧をチョッピング変調する。その後、トランスにより変調された第１リッ
プル波形の電圧カップリングを二次側にカップリングし、二次巻線により第２リップル波
形の電圧を出力する。
【０１９１】
　本発明の実施例では、高周波トランスを利用して変換してトランスの体積を小さくする
ことができ、これにより、電源アダプタを大電力化、小型化することができる。
【０１９２】
　Ｓ３：前記第２リップル波形の電圧を二次整流して第３リップル波形の電圧を出力する
。前記第２充電インタフェースにより前記第３リップル波形の電圧を直接端末の電池に印
加して、端末電池を充電する。
【０１９３】
　本発明の一つの実施例では、第２整流ユニットにより第２リップル波形の電圧を二次整
流する。第２整流ユニットは、ダイオード又はＭＯＳトランジスタからなり、二次同期整
流することで、変調された第１リップル波形と第３リップル波形とを同期させる。
【０１９４】
　Ｓ４：二次整流された電圧及び/又は電流をサンプリングして電圧サンプリング値及び/
又は電流サンプリング値を取得する。
【０１９５】
　Ｓ５：電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基づいて第１リップル波形
の電圧を調整することで１次サンプリング電圧を取得し、１次サンプリング電圧、電圧サ
ンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基づいてスイッチユニットに出力された制
御信号のデューティ比を調節し、第３リップル波形の電圧が充電ニーズを満たす。
【０１９６】
　なお、第３リップル波形の電圧が充電ニーズを満たすとは、第３リップル波形の電圧と
電流とが電池充電を満たす必要がある場合の充電電圧と充電電流を指す。つまり、サンプ
リングされた、電源アダプタから出力された電圧及び/又は電流、並びに１次サンプリン
グ電圧に基づいて制御信号、例えばＰＷＭ信号のデューティ比を調節し、リアルタイムに
第２整流ユニット１０４の出力を調整し、閉ループ調節制御を実現する。これにより、第
３リップル波形の電圧は端末の充電ニーズを満たし、電池が安全で信頼的に充電すること
を保証する。具体的には、図３に示すように、ＰＷＭ信号のデューティ比により電池に出
力した充電電圧波形を調節し、図４に示すように、ＰＷＭ信号のデューティ比により電池



(35) JP 2018-201330 A 2018.12.20

10

20

30

40

50

に出力した充電電流波形を調節する。
【０１９７】
　従って、本発明の実施例では、スイッチユニットを制御することにより、整流された第
１リップル波形の電圧、即ち饅頭形波電圧を直接ＰＷＭチョッピング変調し、高周波トラ
ンスに送り、高周波トランスにより第一次カップリングから二次まで、そして、同期整流
した後に饅頭形波電圧/電流を還元し、電池に直接的に送り込み、電池を急速充電する。
饅頭形波の電圧振幅は、ＰＷＭ信号のデューティ比に基づいて調節されて、電源アダプタ
の出力は電池の充電ニーズを満たす。これより、電源アダプタの一次、二次の電解コンデ
ンサをキャンセルすることができ、饅頭形波電圧を直接電池に充電することができるので
、電源アダプタの体積を減少させ、電源アダプタの小型化を実現し、大幅にコストダウン
することができる。
【０１９８】
　本発明の一つの実施例によると、前記電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング
値に基づいて前記第１リップル波形の電圧を調節して１次サンプリング電圧を取得するス
テップは、前記電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値を取得し、前記電圧サ
ンプリング値及び/又は電流サンプリング値が予め設定された要求に適合するか否かを判
断し、前記電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値が予め設定された要求に適
合しないと判断されると、調節信号を出力して、調節モジュールが前記調節信号に基づい
て前記第１リップル波形の電圧を調節して前記１次サンプリング電圧を出力するステップ
を含むこととしてもよい。
【０１９９】
　前記調節モジュールは、オペアンプと、デジタルポテンショメータと、を含む。前記電
圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値がやや小さい場合には、前記デジタルポ
テンショメータの抵抗値を調節することにより、前記オペアンプの拡大倍率を大きくし、
前記１次サンプリング電圧が大きくなり、前記第１リップル波形の電圧に従って変化し、
前記スイッチユニットに出力された制御信号のデューティ比が大きくなり、２次整流され
た後の電圧及び/又は電流を大きくする。前記電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリ
ング値がやや大きい場合、前記デジタルポテンショメータの抵抗値を調節することにより
前記オペアンプの拡大倍率を小さくし、前記１次サンプリング電圧が小さくなり、前記第
１リップル波形の電圧に従って変化し、前記スイッチユニットに出力された制御信号のデ
ューティ比が小さくなり、２次整流された後の電圧及び/又は電流を小さくする。
【０２００】
　つまり、本発明の実施例では、先ず、サンプリングユニットによりサンプリングされた
電圧（Ｖ）及び電流（Ｉ）を取得し、サンプリングされた電圧又は電流が予め設定された
要求に適合するか否かを判断する。予め設定された要求に適合する場合には、第１制御チ
ップは、第２制御チップに情報を送信せず、予め設定された要求に適合しない場合には、
第２制御チップに情報を送信する。例えば、電圧（又は電流）が小さすぎる/大きすぎる
という情報、即ち、調節命令を送信し、送信された情報は、隔離通信機により隔離された
後、第２制御チップに送信される。第２制御チップは、受信された情報、即ち、調節命令
に基づいてデジタルポテンショメータの抵抗値を調節し、オペアンプの拡大倍率が増加/
減少するようにする。したがって、第２制御モジュールの１次サンプリング端Ｖｓｅｎピ
ンの電圧がそれに応じて増大/減少するので、制御信号ＰＷＭ波のデューティ比が増大/減
少し、最終的に、スイッチング電源の出力電圧（又は電流）が増加/減少する。Ｖｓｅｎ
ピン電圧は、Ｖｌｉｎｅの変化に従って変化し、出力電圧/電流の波形が入力電圧/電流の
波形に従う。そのため、本発明は、２次出力電圧及び/又は電流の数値をサンプリングす
ることにより、Ｖｌｉｎｅをサンプリングして得られる数値を変更して、２次出力が１次
入力の電流電圧波形に従うとともに、所定の電圧/電流振幅を出力する。これにより、Ａ
Ｃ-ＤＣの適用において、電源アダプタなどの適用において、良好な力率を取得すること
ができ、適用範囲を拡大することができる。
【０２０１】
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　本発明の一つの実施例では、電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基づ
いて制御信号の周波数を調節することにより、スイッチユニットに出力されるＰＷＭ信号
を一定時間出力させてからしばらく出力を停止させ、所定時間停止した後に再びＰＷＭ信
号の出力を起動する。これにより、電池に断続的に電圧を印加させることができ、電池の
断続的な充電を実現する。したがって、電池が連続的に充電する際に生じる深刻な発熱に
起因するセキュリティリスクを回避することができ、電池充電の信頼性と安全性とを向上
させることができる。スイッチユニットに出力された制御信号は図５に示したとおりであ
る。
【０２０２】
　更に、上記端末用充電方法は、第１充電インタフェースにより端末と通信を行って端末
の状態情報を取得し、端末の状態情報と、電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリン
グ値に基づいて制御信号のデューティ比を調節する。
【０２０３】
　つまり、第２充電インタフェースが第１充電インタフェースに接続された場合に、電源
アダプタと端末との間で互いに信問い合わせ命令を送信し、対応する応答命令を受信した
後、電源アダプタと端末との間に通信接続を作ることで端末の状態情報を取得する。これ
により、充電モードと充電パラメータ（如充電電流、充電電圧）とを端末とネゴシエーシ
ョンし、充電過程を制御する。
【０２０４】
　本発明の一つの実施例によると、トランスの変換により第４リップル波形の電圧を生成
し、第４リップル波形の電圧を検出して電圧検出値を生成し、電圧検出値に基づいて制御
信号のデューティ比を調節する。
【０２０５】
　具体的には、トランスに補助巻線が更に設けられており、補助巻線は、変調された第１
リップル波形の電圧に基づいて第４リップル波形の電圧を生成する。このように、第４リ
ップル波形の電圧を検出することにより電源アダプタの出力電圧を反映することで、電圧
検出値に基づいて制御信号のデューティ比を調節し、電源アダプタの出力を電池の充電ニ
ーズに一致させる。
【０２０６】
　本発明の一つの実施例では、二次整流された電圧をサンプリングして電圧サンプリング
値を取得するステップは、前記２次整流された後の電圧のピーク電圧をサンプリングして
保持し、前記二次整流された電圧のゼロ交差点をサンプリングするステップと、前記ゼロ
交差の際に前記ピーク電圧をサンプリングして保持されたピーク電圧サンプリング保持ユ
ニットをリーケージするステップと、前記ピーク電圧サンプリング保持ユニットのピーク
電圧をサンプリングして前記電圧サンプリング値を取得するステップとを含む。これによ
り、電源アダプタから出力された電圧を正確にサンプリングし、電圧サンプリング値と第
１リップル波形の電圧とを同期させ、位相と振幅変化傾向とを一致させる。
【０２０７】
　更に、本発明の一つの実施例では、上記端末用充電方法は、前記第１リップル波形の電
圧をサンプリングし、サンプリングされた電圧値が第１の予め設定された電圧値より大き
い場合に前記スイッチユニットが第１の予め設定され時間開くように制御し、第１リップ
ル波形のサージ電圧を放電させる。
【０２０８】
　第１リップル波形の電圧をサンプリングした後に、サンプリングされた電圧値を判断す
ることにより、サンプリングされた電圧値が第１の予め設定された電圧値より大きい場合
、電源アダプタが落雷干渉を受けたためにサージ電圧が現れたと判断される。充電の安全
性と信頼性を保証するために、この際のサージ電圧をリーケージする必要があるので、ス
イッチユニットは一定時間開くように制御して、リーケージ通路を形成し、落雷によるサ
ージ電圧をリーケージする。これにより、落雷により電源アダプタが端末を充電した際に
発生する干渉を防止し、端末を充電する際の安全性と信頼性を有効に向上させる。第１の
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予め設定された電圧値は実際の状況により決定される。
【０２０９】
　本発明の一つの実施例では、第１充電インタフェースが端末と通信を行って充電モード
を判定し、充電モードが第１充電モードであると判定された場合に、端末の状態情報に基
づいて第１充電モードに対応する充電電流及び/又は充電電圧を取得し、第１充電モード
に対応する充電電流及び/又は充電電圧に基づいて、制御信号のデューティ比を調節する
こととしてもよい。充電モードは第１充電モードと第２充電モードとを含む。
【０２１０】
　つまり、現在の充電モードが第１充電モードであると判定された場合、取得された端末
の状態情報、例えば、電池の電圧、電量、温度、端末の運転パラメータ、及び端末上で動
作するアプリケーションの消費電気量情報等により、第１充電モードに対応する充電電流
及び/又は充電電圧を取得し、その後、取得された充電電流及び/又は充電電圧に基づいて
制御信号のデューティ比を調節し、電源アダプタの出力は充電ニーズを満たし、電池の急
速充電を実現する。
【０２１１】
　端末の状態情報は、電池の温度を含む。また、電池の温度が第１の予め設定された温度
の閾値より大きく、又は電池の温度が第２の予め設定された温度の閾値より小さい場合、
現在の充電モードが第１充電モードである場合、第１充電モード切換を第２充電モードに
切り替える。第１の予め設定された温度の閾値は、第２の予め設定された温度の閾値より
大きい。即ち、電池の温度が低すぎる（例えば、対応する第２の予め設定された温の度閾
値より小さい）又は高過ぎる（例えば、対応する第１の予め設定された温度の閾値より大
きい）場合、いずれも急速充電が適用されていないので、第１充電モードを第２充電モー
ドに切り替える必要がある。本発明の実施例では、第１の予め設定された温度の閾値と第
２の予め設定された温度の閾値とは実際の状況により決定される。
【０２１２】
　本発明の一つの実施例では、電池の温度が予め設定された高温保護閾値より大きい場合
に、スイッチユニットを閉じるように制御する。即ち、電池の温度が高温保護閾値を超え
た場合、高温保護ストラテジを利用する必要があるので、スイッチユニットを閉じるよう
に制御し、電源アダプタの電池への充電を停止して、電池が高温となることから保護し、
充電の安全性を向上させる。前記高温保護閾値は、前記第１温度の閾値と異なってもよい
し、同じでもよい。好ましくは、前記高温保護閾値は、前記第１温度の閾値より大きい。
【０２１３】
　本発明のもう一つの実施例では、前記端末は、前記電池の温度を取得することに用いら
れ、前記電池の温度が予め設定された高温保護閾値より大きい場合、前記電池の充電を停
止させるように制御する。即ち、端末側から充電制御スイッチを閉じることにより、電池
の充電過程を閉じ、充電の安全性を保証することができる。
【０２１４】
　また、本発明の一つの実施例では、この端末に用いられる方法は、前記第１充電インタ
フェースの温度を取得するステップを更に含み、前記第１充電インタフェースの温度が予
め設定された保護温度より大きい場合に、前記スイッチユニットを閉じるように制御する
。即ち、充電インタフェースの温度が一定温度を超えた場合には、制御ユニットも高温保
護ストラテジを実行する必要があるため、スイッチユニットを切るように制御し、電源ア
ダプタが電池を充電しないよう制御して、充電インタフェースが高温となることから保護
し、充電の安全性を向上させる。
【０２１５】
　勿論、本発明の他の実施例では、前記端末は、前記第２充電インタフェースを介して前
記電源アダプタと双方向通信して前記第１充電インタフェースの温度を取得し、前記第１
充電インタフェースの温度が予め設定された保護温度より大きい場合に、前記電池の充電
を停止するように制御する。、即ち、端末側から充電制御スイッチを閉じることで、電池
の充電過程を閉じ、充電の安全性を向上させる。
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【０２１６】
　また、電源アダプタが端末を充電する過程において、電圧サンプリング値が第２の予め
設定された電圧値より大きい場合に、スイッチユニットを閉じるように制御する。即ち、
電源アダプタが端末を充電する過程において、電圧サンプリング値の大きさを判断し、電
圧サンプリング値が第２の予め設定された電圧値より大きい場合には、電源アダプタから
出力された電圧が高すぎると判断して、スイッチユニットを制御して閉じ、電源アダプタ
の端末への充電を停止させる。即ち、スイッチユニットを閉じるように制御して電源アダ
プタが過電圧となることから保護し、充電の安全性を保証する。
【０２１７】
　勿論、本発明の一つの実施例では、前記端末は、前記第２充電インタフェースを介して
前記電源アダプタと双方向通信して前記電圧サンプリング値を取得し、前記電圧サンプリ
ング値が第２の予め設定された電圧値より大きい場合に、前記電池への充電を停止するよ
うに制御する。即ち、端末側から充電制御スイッチを閉じることで、電池の充電過程を閉
じ、充電の安全性を保証する。
【０２１８】
　本発明の一つの実施例では、電源アダプタが端末を充電する過程において、前記電流サ
ンプリング値が予め設定された電流値より大きい場合に、前記スイッチユニットを閉じる
ように制御する。即ち、電源アダプタが端末を充電する過程において、電流サンプリング
値の大きさを判断し、電流サンプリング値が予め設定された電流値より大きい場合には、
電源アダプタから出力された電流が大きすぎることを意味するので、制御スイッチユニッ
トを制御して閉じ、電源アダプタが端末への充電を停止する。即ち、スイッチユニットを
閉じるように制御することにより電源アダプタが過電流となることから保護し、充電の安
全性を保証する。
【０２１９】
　同様に、前記端末は、前記第２充電インタフェースにより前記電源アダプタと双方向通
信して前記電流サンプリング値を取得し、前記電流サンプリング値が予め設定された電流
値より大きい場合に、前記電池への充電を停止するように制御する。即ち、端末側から充
電制御スイッチを閉じることができ、これにより電池の充電過程を閉じ、充電の安全性を
保証する。
【０２２０】
　第２の予め設定された電圧値も予め設定された電流値も実際の状況により決定される。
【０２２１】
　本発明の実施例では、前記端末の状態情報は、前記電池の電量、前記電池の温度、前記
端末の電圧/電流、前記端末のインタフェース情報、前記端末の通路抵抗の情報等を含む
。
【０２２２】
　具体的には、前記電源アダプタは、端末にＵＳＢインターフェースを介して接続される
。このＵＳＢインターフェースは、通常のＵＳＢインターフェースであってもよいし、Ｍ
ｉｃrｏ ＵＳＢインターフェースであってもよい。ＵＳＢインターフェースのデータ線、
即ち、第１充電インタフェースのデータ線は、前記電源アダプタと前記端末との双方向通
信を行うためのものである。このデータ線は、ＵＳＢインターフェースのＤ＋線及び/又
はＤ－線であってもよく、双方向通信とは、電源アダプタと端末との両方で情報交換を行
うことを意味している。
【０２２３】
　前記電源アダプタは、前記ＵＳＢインターフェースのデータ線を介して前記端末と双方
向通信を行い、前記第１充電モードで前記端末を充電すると判定する。
【０２２４】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタは、前記第１充電インタフェース
を介して前記端末と双方向通信を行って前記第１充電モードで前記端末を充電すると判定
された場合、前記電源アダプタは、前記端末に第１命令を送信する。前記第１命令は、前
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記端末が前記第１充電モードを起動するか否かを問い合わせるためのものである。前記電
源アダプタは、前記端末から前記第１命令の応答命令を受信する。前記第１命令の応答命
令は、前記端末が前記第１充電モードを起動するように前記端末を指示するものである。
【０２２５】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記端末に前記第１命令を送信
する前に、前記電源アダプタは、前記端末との間に前記第２充電モードで充電し、前記第
２充電モードの充電時間が予め設定された閾値より大きいと判定された後、前記電源アダ
プタは前記端末に前記第１命令を送信する。
【０２２６】
　なお、電源アダプタが前記第２充電モードの充電時間が予め設定された閾値より大きい
と判定された後、電源アダプタ自身が端末であると識別され、急速充電問い合わせ通信を
起動することができる、と理解される。
【０２２７】
　好ましくは、一つの実施例として、前記スイッチユニットを制御して、充電電流を前記
第１充電モードに対応する充電電流に調整するように前記電源アダプタを制御する。前記
電源アダプタは、前記第１充電モードに対応する充電電流で前記端末を充電する前に、前
記第１充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信を行い、前記第１充電モードに
対応する充電電圧を判定し、前記電源アダプタが充電電圧を前記第１充電モードに対応す
る充電電圧に調整するように制御する。
【０２２８】
　好ましくは、一つの実施例として、前記第１充電インタフェースを介して前記端末と双
方向通信を行い、前記第１充電モードに対応する充電電圧を判定したステップは、前記電
源アダプタが前記端末に、前記電源アダプタの現在の出力電圧が前記第１充電モードの充
電電圧として適切であるか否かを問い合わせる第２命令を送信するステップと、前記電源
アダプタが、前記端末から送信された、前記電源アダプタの現在の出力電圧が適切か、や
や高いか又はやや低いかを指示する前記第２命令の応答命令を受信するステップと、前記
電源アダプタが、前記第２命令の応答命令に基づいて、前記第１充電モードの充電電圧を
判定するステップとを含む。
【０２２９】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが充電電流を前記第１充電モード
に対応する充電電流に調整するように制御する前に、前記第１充電インタフェースを介し
て前記端末と双方向通信を行い、前記第１充電モードに対応する充電電流を判定する。
【０２３０】
　好ましくは、一つの実施例として、前記第１充電インタフェースを介して前記端末と双
方向通信を行い、前記第１充電モードに対応する充電電流を判定するステップは、前記電
源アダプタが、前記端末に、前記端末の現在サポートする最大充電電流を問い合わせる第
３命令を送信するステップと、前記電源アダプタが、前記端末から送信された、前記端末
の現在サポートする最大充電電流を指示する前記第３命令の応答命令を受信するステップ
と、前記電源アダプタが、前記第３命令の応答命令に基づいて、前記第１充電モードの充
電電流を判定するステップとを含む。
【０２３１】
　電源アダプタは、上記最大充電電流を直接第１充電モードの充電電流と判定するか、又
は充電電流をこの最大充電電流のある電流値より小さくすることができる。
【０２３２】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記第１充電モードで前記端末
を充電する過程において、前記第１充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信を
行い、前記スイッチユニットを制御することにより前記電源アダプタが電池に出力した充
電電流を断続的に調整する。
【０２３３】
　電源アダプタは、端末の現在の状態情報を連続的に問い合わせることができる。例えば
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、端末の電池電圧や、電池電量等を問い合わせることで、充電電流を断続的に調整するこ
とができる。
【０２３４】
　好ましくは、一つの実施例として、前記第１充電インタフェースを介して前記端末と双
方向通信を行い、前記スイッチユニットを制御することにより前記電源アダプタが電池に
出力した充電電流を断続的に調整するステップは、電源アダプタが、前記端末に、前記端
末内の電池の現在の電圧を問い合わせる第４命令を送信するステップと、電源アダプタが
、前記端末から送信された、前記端末内の電池の現在の電圧を指示する前記第４命令の応
答命令を受信するステップと、電源アダプタが、前記電池の現在の電圧に基づいて、前記
スイッチユニットを制御することにより充電電流を調整するステップとを含む。
【０２３５】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電池の現在の電圧に基づいて、前記スイッチユ
ニットを制御することにより前記充電電流を調整するステップは、前記電池の現在の電圧
、及び予め設定されたの電池電圧値と充電電流値の対応関係に基づいて、前記スイッチユ
ニットを制御することにより、前記電源アダプタが電池に出力した充電電流を前記電池の
現在の電圧に対応する充電電流値に調整するステップを含む。
【０２３６】
　具体的には、電源アダプタは、電池電圧値と充電電流値の対応関係を予め記憶すること
ができる。
【０２３７】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記第１充電モードで前記端末
を充電する過程において、前記第１充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信を
行い、前記第１充電インタフェースと前記第２充電インタフェースとの間に接触不良が発
生したか否かを判定することとしてもよい。前記第１充電インタフェースと前記第２充電
インタフェースとの間に接触不良が発生されたと判定されると、前記電源アダプタは、前
記第１充電モードを終了するように制御する。
【０２３８】
　好ましくは、一つの実施例として、前記第１充電インタフェースと前記第２充電インタ
フェースとの間に接触不良が発生されたと判定される前に、前記電源アダプタは、前記端
末から前記端末の通路抵抗を指示するための情報を受信して、前記電源アダプタが前記端
末に、前記端末内の電池の電圧を問い合わせる第４命令を送信し、
　前記電源アダプタは、前記端末から送信された、前記端末内の電池を指示する前記第４
命令の応答命令を受信し、前記電源アダプタの出力電圧と前記電池の電圧とに基づいて、
前記電源アダプタから前記電池までの通路抵抗を判定し、
　前記電源アダプタから前記電池までの通路抵抗と、前記端末までの通路抵抗と、前記電
源アダプタと前記端末との間の充電線線路の通路抵抗とに基づいて、前記第１充電インタ
フェースと前記第２充電インタフェースとの間に接触不良が発生したか否かを判定する。
【０２３９】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記第１充電モードを終了する
ように制御する前に、前記端末に、前記第１充電インタフェースと前記第２充電インタフ
ェースとの間の接触不良を指示する第５命令を送信する。
【０２４０】
　電源アダプタは、第５命令を送信完了すると、第１充電モードを終了するか、又はリセ
ットすることができる。
【０２４１】
　以上、電源アダプタの観点から本発明の実施例による急速充電過程を詳しく説明したが
、以下に、端末の観点から本発明の実施例による急速充電過程を説明する。
【０２４２】
　本発明の実施例では、前記端末は、第２充電モードと第１充電モードとをサポートする
。前記第１充電モードの充電電流は、前記第２充電モードの充電電流より大きく、前記端
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末は、前記第２充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信して前記電源
アダプタが前記第１充電モードで前記端末を充電すると判定する。前記電源アダプタは、
前記第１充電モードに対応する充電電流に従って出力し、前記端末内の電池を充電する。
【０２４３】
　好ましくは、一つの実施例として、前記端末は前記第２充電インタフェースを介して前
記電源アダプタと双方向通信をおこなって前記電源アダプタが前記第１充電モードで前記
端末を充電するステップは、前記端末が、前記電源アダプタから送信された、前記端末が
前記第１充電モードを起動するか否かを問い合わせる第１命令を受信するステップと、前
記端末が、前記電源アダプタに、前記端末が前記第１充電モードの起動を同意する前記第
１命令の応答命令を送信するステップとを、含む。
【０２４４】
　好ましくは、一つの実施例として、前記端末が前記電源アダプタから送信された第１命
令を受信する前に、前記端末と前記電源アダプタとの間に前記第２充電モードで充電し、
前記電源アダプタが前記第２充電モードの充電時間が予め設定された閾値より長いことを
判定した後、前記端末は、前記電源アダプタから送信された前記第１命令を受信する。
【０２４５】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタは、前記第１充電モードに対応す
る充電電流によって出力し、前記端末内の電池を充電する前に、前記端末は、前記第２充
電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信を行い、前記電源アダプタが、
前記第１充電モードに対応する充電電圧を判定する。
【０２４６】
　好ましくは、一つの実施例として、前記端末は、前記第２充電インタフェースを介して
前記電源アダプタと双方向通信を行い、前記電源アダプタが前記第１充電モードに対応す
る充電電圧を判定するステップは、前記端末が、前記電源アダプタから送信された、前記
電源アダプタの現在の出力電圧が前記第１充電モードの充電電圧として適切するか否かを
問い合わせる第２命令を受信するステップと、前記端末が、前記電源アダプタに、前記電
源アダプタの現在の出力電圧が適切か、やや高いか又はやや低いかを指示する前記第２命
令の応答命令を送信するステップとを含む。
【０２４７】
　好ましくは、一つの実施例として、前記端末が前記電源アダプタから前記第１充電モー
ドに対応する充電電流を受信して、前記端末内の電池を充電する前に、前記端末は前記第
２充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信を行い、前記電源アダプタ
により前記第１充電モードに対応する充電電流を判定することとしてもよい。
【０２４８】
　前記端末は、前記第２充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信を行
い、前記電源アダプタが前記第１充電モードに対応する充電電流を判定するステップは、
前記端末が前記電源アダプタから送信された、前記端末の現在サポートしている最大充電
電流を問い合わせる第３命令を受信するステップと、前記端末が、前記電源アダプタに、
前記端末の現在サポートしている最大充電電流を指示して、前記電源アダプタが前記最大
充電電流により前記第１充電モードに対応する充電電流を判定する前記第３命令の応答命
令を送信するステップとを含む。
【０２４９】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記第１充電モードで前記端末
を充電する過程において、前記端末は、前記第２充電インタフェースを介して前記電源ア
ダプタと双方向通信を行い、前記電源アダプタは前記電源アダプタが電池に出力した充電
電流を断続的に調整させることとしてもよい。
【０２５０】
　前記端末は、前記第２充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信を行
い、前記電源アダプタは前記電源アダプタが電池に出力した充電電流を連続的に調整する
ステップは、前記端末が、前記電源アダプタから送信された、前記端末内の電池の現在の
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電圧を問い合わせる第４命令を受信ステップと、前記端末が、前記電源アダプタに、前記
端末内の電池の現在の電圧を指示し、前記電池の現在の電圧に基づいて、前記電源アダプ
タが電池に出力した充電電流を断続的に調整する前記第４命令の応答命令を送信するステ
ップとを含む。
【０２５１】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記第１充電モードで前記端末
を充電する過程において、前記端末が前記第２充電インタフェースを介して前記電源アダ
プタと双方向通信を行い、前記電源アダプタが前記第１充電インタフェースと前記第２充
電インタフェースとの間に接触不良があるか否かを判定することとしてもよい。
【０２５２】
　前記端末は、前記第２充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信を行
い、前記電源アダプタが前記第１充電インタフェースと前記第２充電インタフェースとの
間に接触不良が発生したか否かを判定するステップは、前記端末が、前記電源アダプタか
ら送信された、前記端末内の電池の現在の電圧を問い合わせる第４命令を受信するステッ
プと、前記端末が、前記電源アダプタに、前記端末内の電池の現在の電圧を指示して、前
記電源アダプタが前記電源アダプタの出力電圧と前記電池の現在の電圧に基づいて、前記
第１充電インタフェースと前記第２充電インタフェースとの間に接触不良が発生したか否
かを判定する前記第４命令の応答命令を送信するステップとを含む。
【０２５３】
　好ましくは、一つの実施例として、前記端末は、前記電源アダプタから送信された、前
記第１充電インタフェースと前記第２充電インタフェースとの間の接触不良を指示する第
５命令を受信することとしてもよい。
【０２５４】
　第１充電モードを起動して使用するために、電源アダプタは端末との間で急速充電通信
を行うことができ、一回又は数回のハンドシェーク通信により、電池を急速充電する。以
下、具体的に、図６を参照して、本発明の実施例による急速充電通信過程、及び急速充電
過程に含まれる各段階について詳しく説明する。図６に示された通信ステップ又は操作は
、単に例示的なものであり、本発明の実施例は、他の操作又は図６に示された様々な操作
の変形を更に実行することができる。また、図６の各段階は、図６に示されたような順序
と異なる順序で実行することもでき、図６の全部の操作を実行しないこととすることもで
きる。
【０２５５】
　以上、本発明の実施例による端末用充電方法は、電源アダプタが充電ニーズを満たす第
３リップル波形の電圧を出力するように電源アダプタを制御しする。電源アダプタから出
力された第３リップル波形の電圧を直接端末の電池に印加することにより、リップルの出
力電圧/電流は直接電池を急速充電する。リップルの出力電圧/電流の大きさは定期的に変
化するので、従来の定電圧定電流と比較して、リチウム電池のリチウム析出を低減させ、
電池の使用寿命を向上させ、充電インタフェースの接点のアーク放電の確率と強度とを減
少させ、充電インタフェースの寿命を向上させ、及び電池の分極効果を低減させ、充電速
度を向上させ、電池の発熱を減少させ、端末の充電時の安全性と信頼性を保証することが
できる。また、電源アダプタからリップル波形の電圧が出力されるので、電源アダプタに
電解コンデンサを設ける必要はなく、電源アダプタを簡略化して小型化させるだけではな
く、大幅にコストダウンすることもできる。また、電源アダプタが作動する際に、２次整
流された後に出力された電圧及び/又は電流をサンプリングすることにより、電圧サンプ
リング値及び/又は電流サンプリング値を取得し、電圧サンプリング値及び/又は電流サン
プリング値に基づいて第１リップル波形の電圧を調整することで１次サンプリング電圧を
取得し、１次サンプリング電圧、電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基
づいて、制御信号のデューティ比を調節することにより、出力された電流電圧の波形を調
節する。これにより、２次出力が１次入力の電流電圧の波形に従って変化するとともに、
安定した出力電流電圧の波形を取得することができ、電源アダプタが端末の充電ニーズを
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満たすだけではなく、さらに良好な力率を取得することができ、適用範囲を拡大すること
ができる。
【０２５６】
　本発明の説明において、「中心」、「縦方向」、「横方向」、「長さ」、「幅」、「厚
み」、「上」、「下」、「前」、「後」、「左」、「右」、「鉛直」、「水平」、「頂」
、「底」、「内」、「外」、「時計回り」、「逆時計回り」、「軸方向」、「半径方向」
、「周方向」などの用語が示す方位又は位置関係は、図面に示す方位又は位置関係に基づ
き、本発明を簡便に説明するために使用されるものであり、指定された装置又は部品が特
定の方位にあり、特定の方位において構造され操作されると指示又は暗示するものではな
く、本発明に対する限定と理解してはならない。
【０２５７】
　一方、「第１」、「第２」との用語は、単に説明の目的のために用いられており、相対
的な重要性を指示又は暗示したり、或いは指定された技術的特徴の数量を暗黙的に指定す
ると理解してはならない。よって、「第１」、「第２」と限定されている特徴は、少なく
とも一つの当該特徴を含んでいることを、明示又は暗黙的に指定している。本発明の説明
において特に明確で具体的に限定されない限り、「複数」との意味は少なくとも二つであ
り、例えば、二つ、三つなどである。
【０２５８】
　なお、本発明の説明において、明確な規定や限定がない限り、「取り付け」、「互いに
接続」、「接続」、「固定」の用語の意味は広く理解されるべきである。例えば、固定接
続や、着脱可能な接続、あるいは、一体的な接続でもかまわない。機械的な接続や、電気
的な接続も可能である。直接的に接続することや、中間媒体を介して間接的に接続するこ
とや、二つの部品の内部が連通することや、あるいは二つの部品の間に相互の作用関係が
あることも可能である。当業者にとって、具体的な場合により上記用語の本発明において
の具体的な意味を理解することができる。
【０２５９】
　本発明において、明確な規定と限定がない限り、第１特徴が第２特徴の「上」又は「下
」にあることは、第１特徴と第２特徴とが直接的に接触することを含んでもよいし、第１
特徴と第２特徴とが直接的に接触することではなく、それらの間の別の特徴を介して接触
することを含んでもよい。また、第１特徴が第２特徴の「上」、「上方」又は「上面」に
あることは、第１特徴が第２特徴の真上及び斜め上にあることを含むか、或いは、単に第
１特徴の水平高さが第２特徴より高いことだけを表す。第１特徴が第２特徴の「下」、「
下方」又は「下面」にあることは、第１特徴が第２特徴の真下及び斜め下にあることを含
むか、或いは、単に第１特徴の水平高さが第２特徴より低いことだけを表す。
【０２６０】
　本明細書の説明において、「一つの実施形態例」、「一部の実施形態例」、「例」、「
具体的な示例」、或いは「一部の示例」などの用語を参考した説明とは、該実施形態例或
いは示例に結合して説明された具体的な特徴、構成、材料、或いは特徴が、本発明の少な
くとも一つの実施形態例、或いは示例に含まれることである。本明細書において、上記用
語に対する例示的な説明描写は、必ずしも同じ実施形態例、或いは示例を示すことではな
い。又、説明された具体的な特徴、構成、材料、或いは特徴は、いずれか一つ、或いは複
数の実施形態例又は示例において適切に結合することができる。なお、互いに矛盾しない
場合、当業者は本明細書で描写された異なる実施例、或いは示例、及び異なる実施例、或
いは示例の特徴を結合したり組み合わせることができる。
【０２６１】
　本文に記載された実施例により説明された各例のユニット及び計算方法ステップの組み
合わせは、電子ハードウェア、或いはコンピュータソフトウェアと電子ハードウェアの組
み合わせに基づいて実現されることは、当業者に意識されるべきである。これらの機能は
、ハードウェアの方式に基づいて実行されるか、又はソフトウェアの方式に基づいて実行
されるかは、技術案の特定の応用及びデザイン制限条件次第である。プロの技術者は各特
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は本発明の範囲を超えるべきではない。
【０２６２】
　簡便に説明するために、上記説明されたシステムと、装置とユニットとの具体的な作動
過程は、前記方法実施例における対応的な過程を参照することができるため、ここでは詳
細に説明しないことは、当業者に明確に理解されるべきである。
【０２６３】
　本願に提供されたいくつの実施例では、記載されたシステムと、装置と方法は、他の方
式により実現されると理解される。例えば、以上説明された装置は、単に例示的なものに
すぎず、例えば、前記ユニットの分割は、単なるロジック機能の分割であり、実際に実現
される際に他の分割方式としてもよい。例えば、複数のユニット又は組立品を組み合わせ
て別のシステムに集成したり、一部の特徴が無視されたり、実行されなかったりしてもか
まわない。なお、表示又は検討された相互カップリング又は直接カップリング又は通信接
続は、一部のインタフェースや、装置又はユニットを介した間接的なカップリング又は通
信接続であってもよく、電気的、機械的又は他の形でもよい。
【０２６４】
　前記分離部品として説明されたユニットは、物理的に分離していてもよいし、物理的に
分離されていなくてもよい。ユニットとして表示された部品は、物理的なユニットでもよ
いし、物理的なユニットでなくてもよく、即ち、一つの場所に位置してもよいし、複数の
ネットワークユニットに分配してもよい。実際の必要に応じてその中の一部または全ユニ
ットにより、本実施例の方案の目的を実現する。
【０２６５】
　また、本発明の各実施例の各機能ユニットは、一つの処理ユニットに集約することもで
きるし、物理的に単独したユニットとして存在してもよく、また、２つ以上のユニットを
一つのユニットに集約することもできる。
【０２６６】
　前記機能はソフトウェア機能ユニットの形で実現されて独立した製品として販売又は使
用された場合、コンピュータ読み取り可能な記憶メディアに記憶されることができる。こ
のような理解に基づいて、本発明の技術案は本質的に又は従来技術に貢献した部分又はこ
の技術案の一部は、ソフトウェア製品の形で体現することができる。このコンピュータソ
フトウェア製品は、一つの記憶メディアに記憶され、若干の命令を含んで一つのコンピュ
ータ機器（パーソナルコンピュータ、サーバ、またはネットワークデバイス等）により本
発明の各実施例に記載の方法の全部又は一部のステップを実行する。前記記憶メディアは
、ＵＳＢ、リムーバブルハードディスク、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ、Ｒｅａｄ-Ｏｎ
ｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ、Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｍｅｍｏｒｙ）、ディスク、またはディスク等各種の、プログラムコードを記憶するた
めの媒体を含む。
【０２６７】
　以上、本発明の実施例を示して説明したが、上記実施例は例示的なものであり、本発明
を限定するものであると理解してはならない。当業者は、本発明の範囲内で、上記実施例
に対して各種の変化、修正、切り替え及び変形を行うことができる。
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