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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】バッテリのリチウム沈殿現象を低減し、バッテ
リの使用寿命を向上させることができるアダプター及び
充電制御方法を提供する。
【解決手段】アダプター１０は、定電流モードで作動す
ることができ、入力された交流電流を第１リップル波形
の電流に変換する１次ユニット１１と、２次ユニット１
３であって、１次ユニットにより２次ユニットに結合さ
れた電流を第２リップル波形の電流に変換し、前記第２
リップル波形の電流は前記アダプターの出力電流であり
、第２リップル波形の電流のピーク値が前記定電流モー
ドにおける電流制限点に対応する電流値を超えない２次
ユニットと、アダプターの出力電流をサンプリングして
電流サンプル値を取得し、電流サンプル値に基づいて第
１リップル波形の電流を変調して、アダプターの出力電
流が充電対象機器の充電ニーズを満たすようにする電力
調整ユニットを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アダプターであって、
　前記アダプターは、定電流モードで作動することができ、
　入力された交流電流を第１リップル波形の電流に変換する１次ユニットと、
　２次ユニットであって、前記１次ユニットにより前記２次ユニットに結合された電流を
第２リップル波形の電流に変換し、前記第２リップル波形の電流は前記アダプターの出力
電流であり、前記第２リップル波形の電流のピーク値が前記定電流モードにおける電流制
限点に対応する電流値を超えない２次ユニットと、
　前記アダプターの出力電流をサンプリングして、電流サンプル値を取得し、前記電流サ
ンプル値に基づいて、前記第１リップル波形の電流を変調して、前記アダプターの出力電
流が充電対象機器の充電ニーズを満たすようにする電力調整ユニットと、を含むことを特
徴とするアダプター。
【請求項２】
　前記第２リップル波形の電流は、ピークカット処理されたリップル波形の電流であるこ
とを特徴とする請求項１に記載のアダプター。
【請求項３】
　前記第２リップル波形は、完全なリップル波形であり、前記電力調整ユニットは、前記
電流サンプル値に基づいて前記第１リップル波形の電流を変調し、前記第２リップル波形
が完全なリップル波形である場合、第２リップル波形の電流のピーク値を電流制限点に対
応する電流値に制御するように保障することを特徴とする請求項１に記載のアダプター。
【請求項４】
　前記第２リップル波形の電流は、定電流の充電段階において、充電対象機器のバッテリ
の両端に直接負荷して、前記バッテリを充電することを特徴とする請求項１に記載のアダ
プター。
【請求項５】
　前記アダプターは、パルス幅変調コントローラを更に含み、
　前記電力調整ユニットは、前記電流サンプル値と電流制限点に対応する電流値との関係
に基づいて、前記パルス幅変調コントローラに制御信号を送信して、パルス幅変調コント
ローラから出力されたパルス幅変調信号のデューティー比を調整して、前記第１リップル
波形の電流を変調することを特徴とする請求項１のいずれかに記載のアダプター。
【請求項６】
　前記アダプターは、
　前記アダプターと前記充電対象機器とが接続されている過程において、前記充電対象機
器と二方向通信して、前記充電対象機器のバッテリの状態情報を取得し、及び、取得され
たバッテリの状態情報に基づいて、前記アダプターの出力を前記充電対象機器の充電電圧
及び／又は充電電流のニーズを満たすように制御する制御ユニットを含むことを特徴とす
る請求項１に記載のアダプター。
【請求項７】
　アダプターに適用される充電制御方法であって、前記アダプターは定電流モードで作動
することができ、
　１次ユニットを制御して、入力された交流電流を第１リップル波形の電流に変換するス
テップと、
　２次ユニットを制御して、前記１次ユニットにより前記２次ユニットに結合された電流
を第２リップル波形の電流に変換し、前記第２リップル波形の電流は前記アダプターの出
力電流であり、前記第２リップル波形の電流のピーク値が前記定電流モードにおける電流
制限点に対応する電流値を超えないステップと、
　電力調整ユニットを制御して、前記アダプターの出力電流をサンプリングして電流サン
プル値を取得し、前記電流サンプル値に基づいて前記第１リップル波形の電流を変調して
、前記アダプターの出力電流が充電対象機器の充電ニーズを満たすようにするステップと
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、を含むことを特徴とする充電制御方法。
【請求項８】
　前記第２リップル波形の電流は、ピークカット処理されたリップル波形の電流であるこ
とを特徴とする請求項７に記載の充電制御方法。
【請求項９】
　前記第２リップル波形は、完全なリップル波形であり、
　前記充電制御方法は、
　前記電力調整ユニットを制御して、前記電流サンプル値に基づいて前記第１リップル波
形の電流を変調し、前記第２リップル波形が完全なリップル波形である場合、第２リップ
ル波形の電流のピーク値を定電流モードにおける電流制限点に対応する電流値に制御する
ように保障するステップを更に含むことを特徴とする請求項７に記載の充電制御方法。
【請求項１０】
　前記第２リップル波形の電流は、定電流の充電段階において、充電対象機器のバッテリ
の両端に直接負荷して、前記バッテリを充電することを特徴とする請求項７に記載の充電
制御方法。
【請求項１１】
　前記アダプターと前記充電対象機器とが接続されている過程において、前記充電対象機
器と二方向通信して、前記充電対象機器のバッテリの状態情報を取得するステップと、及
び、
　取得された前記バッテリの状態情報に基づいて、前記アダプターの出力を前記充電対象
機器の充電電圧及び／又は充電電流のニーズを満たすように制御するステップと、
　を更に含むことを特徴とする請求項７に記載の充電制御方法。
【請求項１２】
　アダプターに適用される充電制御方法であって、
　前記アダプターは定電流モードで作動することができ、
　入力された交流電流を第１リップル波形の電流に変換するステップと、
　前記第１リップル波形の電流を第２リップル波形の電流に変換し、前記第２リップル波
形の電流は前記アダプターの出力電流であり、前記第２リップル波形の電流のピーク値が
前記定電流モードにおける電流制限点に対応する電流値を超えないステップと、
　前記アダプターの出力電流をサンプリングして電流サンプル値を取得し、前記電流サン
プル値に基づいて前記第１リップル波形の電流を変調して、前記アダプターの出力電流が
充電対象機器の充電ニーズを満たすようにするステップと、を含むことを特徴とする充電
制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施例は充電分野に関し、より詳細には、アダプター及び充電制御方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　アダプターは、電源アダプターとも呼ばれ、充電対象機器（例えば端末）を充電するた
めのものである。現在市販されているアダプターは、通常、定電圧方法で充電対象機器（
例えば端末）を充電する。充電対象機器におけるバッテリは、一般的にリチウム電池であ
るため、定電圧方法で充電対象機器を充電することによって、リチウム沈殿現象を容易に
引き起こし、バッテリの寿命の低下につながる。
【発明の概要】
【０００３】
　本出願の実施例は、アダプター及び充電制御方法を提供して、バッテリのリチウム沈殿
現象を低減し、バッテリの使用寿命を向上させる。
【０００４】
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　第１態様はアダプターを提供し、前記アダプターは、１次ユニットと、電力調整ユニッ
トと、２次ユニットと、を含み、前記１次ユニットは、入力された交流電流を第１リップ
ル波形の電流に変換し、前記アダプターは、定電流モードで作動することができ、前記第
１リップル波形の電流のピーク値は、前記定電流モードの電流制限点に対応する電流値よ
り大きく、前記電力調整ユニットは、前記アダプターの出力電流をサンプリングして、電
流のサンプル値を取得し、前記電流サンプル値に基づいて、前記第１リップル波形の電流
を変調し、前記２次ユニットは、前記１次ユニットより２次に結合された電流を前記アダ
プターの出力電流に変換し、前記アダプターの出力電流が第２リップル波形の電流であり
、前記第２リップル波形の電流のピーク値が前記定電流モードの電流制限点に対応する電
流値と等しい。
【０００５】
　第２態様は、第１態様に記載されるアダプターに適用される充電制御方法を提供し、前
記アダプターは、第１充電モード及び第２充電モードをサポートし、前記アダプターの前
記第２充電モードでの充電対象機器への充電速度が前記アダプターの前記第１充電モード
での前記充電対象機器への充電速度より速く、前記第２充電モードで、前記アダプターは
前記定電流モードで充電対象機器を充電し、前記方法は、前記アダプターが、充電対象機
器と接続されるプロセスにおいて、前記充電対象機器と二方向通信して、前記第２充電モ
ードでの前記アダプターの出力を制御するステップを含む。
【０００６】
　本発明の実施例のアダプターの出力電流は、リップル波形の電流（リップル脈動直流電
流）であり、リップル波形の電流は、バッテリのリチウム沈殿現象を低減し、充電インタ
ーフェースの接点のアーク放電の確率及び強度を減らし、充電インターフェースの寿命を
向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　本発明の実施例の技術案をより明確に説明するために、以下に、本発明の実施例におい
て使用する必要のある図面を簡単に説明する。以下に説明される図面は単に、本発明のい
くつかの実施例であることが明らかであり、当業者にとって、創造的労働を払うことなく
、これらの図面に基づいて、他の図面をさらに得ることができる。
【図１】本発明の一実施例の第２アダプターの概略構成図である。
【図２Ａ】本発明の実施例のリップル波形の概略図である。
【図２Ｂ】本発明の実施例のリップル波形の概略図である。
【図３】本発明の実施例の異なるリップル波形の概略図である。
【図４】本発明の実施例の異なるリップル波形の概略図である。
【図５】本発明の実施例の異なるリップル波形の概略図である。
【図６Ａ】本発明の実施例の第２アダプターと充電対象機器との接続方法の概略図である
。
【図６Ｂ】本発明の実施例の急速な充電通信プロセスの概略図である。
【図７】本発明の実施例の充電制御方法の概略フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下に、本発明の実施例の図面を参照して、本発明の実施例の技術案について明確かつ
完全な説明を行う。説明される実施例が本発明のいくつかの実施例であり、実施例で全体
でないことは明らかである。本発明における実施例に基づいて、当業者が創造的な労働を
払わない前提で得られたすべての他の実施例は、本発明の保護範囲に属する。
【０００９】
　関連技術において、充電対象機器（例えば端末）を充電する第１アダプターが知られて
いる。該第１アダプターは定電圧モードで作動する。定電圧モードでの該第１アダプター
の出力電圧は、基本的に、例えば５Ｖ、９Ｖ、１２Ｖ又は２０Ｖなどの固定値に維持され
る。
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【００１０】
　該第１アダプターの出力電圧は、バッテリの両端への直接負荷には適さず、まず充電対
象機器（例えば端末）内の変換回路によって変換される必要がある。これにより、充電対
象機器（例えば端末）内のバッテリの予期充電電圧及び/又は充電電流を取得する。
【００１１】
　変換回路は、第１アダプターの出力電圧を変換して、バッテリの予期充電電圧及び/又
は充電電流の要件を満たす。
【００１２】
　一例として、該変換回路とは、充電管理モジュール、例えば充電集積回路（ｉｎｔｅｇ
ｒａｔｅｄ ｃｉｒｃｕｉｔ，ＩＣ）を指すことができ、バッテリの充電プロセスにおい
て、バッテリの充電電圧及び/又は充電電流を管理する。該変換回路は、電圧フィードバ
ックモジュールの機能、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ことに
より、バッテリの充電電圧及び/又は充電電流の管理を実現する。
【００１３】
　例えば、バッテリの充電プロセスは、トリクル充電段階、定電流充電段階、定電圧充電
段階のうち一つ又は複数を含むことができる。トリクル充電段階では、変換回路は、電流
フィードバックループを利用してトリクル充電段階でバッテリに流れ込む電流がバッテリ
の予期充電電流の大きさ（例えば第１充電電流）を満たすようにすることができる。定電
流充電段階では、変換回路は、電流フィードバックループを利用して定電流充電段階でバ
ッテリに流れ込む電流がバッテリの予期充電電流の大きさ（例えば第２充電電流、該第２
充電電流は第１充電電流より大きくてもよい）を満たすようにすることができる。定電圧
充電段階では、変換回路は、電圧フィードバックループを利用して定電圧充電段階でバッ
テリの両端に負荷される電圧がバッテリの予期充電電圧の大きさを満たすようにすること
ができる。
【００１４】
　一例として、第１アダプターの出力電圧がバッテリの予期充電電圧より大きい場合、変
換回路は、第１アダプターの出力電圧を降圧処理し、降圧変換した後に得られた充電電圧
がバッテリの予期充電電圧の要求を満たすようにする。別の例として、第１アダプターの
出力電圧がバッテリの予期充電電圧より小さい場合に、変換回路は、第１アダプターの出
力電圧を昇圧処理して、昇圧変換した後に得られた充電電圧がバッテリの予期充電電圧の
要求を満たすようにする。
【００１５】
　別の例として、例えば、第１アダプターは５Ｖの定電圧を出力する。バッテリが一つの
バッテリセル（例えば、リチウム電池のバッテリセルの場合、一つのバッテリセルの充電
遮断電圧が４．２Ｖである）を含む場合に、変換回路（例えばＢｕｃｋ降圧回路）は、第
１アダプターの出力電圧を降圧処理して、降圧した後に得られた充電電圧がバッテリの予
期充電電圧の要求を満たすようにすることができる。
【００１６】
　別の例として、例えば、第１アダプターが５Ｖの定電圧を出力する。第１アダプターが
二つ以上のシングルバッテリセルを直列接続したバッテリ（例えば、リチウム電池のバッ
テリセルの場合、一つのバッテリセルの充電遮断電圧が４．２Ｖである）を充電する場合
に、変換回路（例えば、Ｂｏｏｓｔ昇圧回路）は、第１アダプターの出力電圧を昇圧処理
して、昇圧した後に得られた充電電圧がバッテリの予期充電電圧の要求を満たすことがで
きる。
【００１７】
　変換回路は、回路の変換効率の低下という原因により制限され、変換されていない部分
の電気エネルギーが熱の形で放出される。この部分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）の設計スペース及び放熱スペースが非常
に小さいことから（例えば、ユーザが使用する移動端末の物理的なサイズがますます薄く
なるとともに、移動端末の性能を向上させるために、移動端末内に数多くの電子素子が密
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に配置されている）、変換回路の設計難度を上げるだけでなく、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は困難であり、充電対象機器（例えば端末）
の異常を引き起こす。
【００１８】
　例えば、変換回路に蓄積される熱は、変換回路付近の電子素子に熱干渉を引き起こし、
電子素子の作動異常の誘因となるおそれがある。また、例えば、変換回路に蓄積される熱
は、変換回路及びその付近の電子素子の使用寿命を短縮するおそれがある。また、例えば
、変換回路に蓄積される熱は、バッテリに熱干渉を引き起こし、バッテリの充放電異常の
誘因となるおそれがある。また、例えば、変換回路に蓄積される熱は、充電対象機器（例
えば端末）の温度上昇を引き起こすおそれがあり、ユーザの充電時の使用体験に影響を及
ぼす。また、例えば、変換回路に蓄積される熱は、変換回路自身の短絡を引き起こすおそ
れがあり、第１アダプターの出力電圧をバッテリの両端に直接負荷することにより充電異
常を引き起こし、バッテリが長時間に過電圧充電状態であると、バッテリの爆発を引き起
こし、ユーザの安全を危険にさらすことになる。
【００１９】
　本発明の実施例は出力電圧調節可能な第２アダプターを提供する。該第２アダプターは
、バッテリの状態情報を取得することができる。バッテリの状態情報は、バッテリの現在
の電気量情報及び/又は電圧情報を含むことができる。該第２アダプターは、取得された
バッテリの状態情報に基づいて第２アダプター自身の出力電圧を調節することにより、バ
ッテリの予期充電電圧及び/又は充電電流の要求を満たすことができる。さらに、バッテ
リの充電プロセスの定電流充電段階において、第２アダプターによって調節された後の出
力電圧は、バッテリの両端に直接負荷してバッテリを充電することができる。
【００２０】
　バッテリの充電電圧及び/又は充電電流の管理を実現するために、該第２アダプターは
、電圧フィードバックモジュールの機能及び電流フィードバックモジュールの機能を有す
ることができる。
【００２１】
　該第２アダプターが、取得されたバッテリの状態情報に基づいて第２アダプター自身の
出力電圧を調節することとは、バッテリの予期充電電圧及び/又は充電電流を満たすため
に、該第２アダプターは、バッテリの状態情報をリアルタイムに取得し、毎回取得された
バッテリのリアルタイム状態情報に基づいて第２アダプター自身の出力電圧を調節するこ
とを指しても良い。
【００２２】
　該第２アダプターは、リアルタイムに取得されたバッテリの状態情報に基づいて、第２
アダプター自身の出力電圧を調節することとは、バッテリの予期充電電圧及び/又は充電
電流の要求を満たすために、充電プロセスでのバッテリの電圧が連続的に上昇するにつれ
て、第２アダプターが、充電プロセスでの異なる時刻のバッテリの現在の状態情報を取得
し、バッテリの現在の状態情報に基づいて、第２アダプター自身の出力電圧をリアルタイ
ムに調節することができることを指しても良い。
【００２３】
　例えば、バッテリの充電プロセスは、トリクル充電段階、定電流充電段階、定電圧充電
段階のうち一つ又は複数を含んでも良い。トリクル充電段階では、第２アダプターは、電
流フィードバックループを利用して、トリクル充電段階で第２アダプターから出力された
バッテリに流れ込む電流がバッテリの予期充電電流の要求（例えば第１充電電流）を満た
すようにすることができる。定電流充電段階では、第２アダプターは、電流フィードバッ
クループを利用して、定電流充電段階で第２アダプターから出力されたバッテリに流れ込
む電流がバッテリの予期充電電流の要求（例えば第２充電電流、該第２充電電流が第１充
電電流より大きくてもよい）を満たすことができる。また、定電流充電段階では、第２ア
ダプターは、出力された充電電圧をバッテリの両端に直接負荷してバッテリを充電するこ
とができる。定電圧充電段階では、第２アダプターは、電圧フィードバックループを利用
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して、定電圧充電段階で第２アダプターから出力された電圧がバッテリの予期充電電圧の
要求を満たすようにすることができる。
【００２４】
　トリクル充電段階及び定電圧充電段階では、第２アダプターの出力電圧は、第１アダプ
ターに類似する処理方法を採用してもよい。即ち、充電対象機器（例えば端末）内の変換
回路によって変換されることにより、充電対象機器（例えば端末）内のバッテリの予期充
電電圧及び/又は充電電流を取得する。
【００２５】
　図１は、本発明の実施例の第２アダプターの概略構成図である。図１の第２アダプター
１０は、１次ユニット１１と、電力調整ユニット１２と、２次ユニット１３と、を含む。
【００２６】
　１次ユニット１１は、入力された交流電流を第１リップル波形の電流に変換するもので
ある。第２アダプター１０は定電流モードで作動し、第１リップル波形の電流のピーク値
は、定電流モードの電流制限点（又は現在の電流制限点）に対応する電流値より大きい。
【００２７】
　電力調整ユニット１２は、第２アダプター１０の出力電流をサンプリングして、電流サ
ンプル値を取得し、電流サンプル値に基づいて第１リップル波形の電流を変調する。
【００２８】
　２次ユニット１３は、１次ユニット１１より２次に結合された電流を第２アダプター１
０の出力電流に変換する。第２アダプター１０の出力電流が第２リップル波形の電流であ
り、第２リップル波形の電流のピーク値は、定電流モードの電流制限点に対応する電流値
と等しい。
【００２９】
　言い換えると、第２リップル波形の電流は、第２電源アダプターから出力された充電対
象機器(例えば端末)を充電するための充電電流である。該充電電流は、間欠的にバッテリ
を充電することができ、該充電電流の周期は、電力網の周波数の変化に追従することがで
きる。いくつかの実施例において、該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ってもよい。言い換えると、該充電電流は、間欠的にバッテリ
を充電することができる。いくつかの実施例において、該充電電流は、電力網と同期する
一つ又は一組のパルスから構成されてもよい。
【００３０】
　本発明の実施例の第２アダプターの出力電流は、リップル波形の電流（又は脈動直流電
流と称する）である。リップル波形の電流は、バッテリのリチウム沈殿現象を低減し、充
電インターフェースの接点のアーク放電の確率及び強度を減らし、充電インターフェース
の寿命を向上させることができる。
【００３１】
　具体的には、電力調整ユニット１２は、２次ユニット１３に接続される電流サンプリン
グユニットを含んでもよい。該電流サンプリングユニットは、第２アダプター１０の出力
電流をサンプリングし、電流サンプル値を取得し、その後、該電流サンプル値と電流制限
点に対応する電流値との関係に基づいて、パルス幅変調（Ｐｕｌｓｅ
Ｗｉｄｔｈ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ，ＰＷＭ）コントローラに制御信号を送信して、ＰＷ
Ｍコントローラから出力されたＰＷＭ信号のデューティー比を調整して、第１リップル波
形の電流を変調する。
【００３２】
　本文におけるリップル波形は、完全なリップル波形であってもよく、完全なリップル波
形をピークカット処理した後に得られたリップル波形であってもよい。ピークカット処理
とは、リップル波形のうちある閾値を超えた部分をフィルタリングして、リップル波形の
ピーク値の制御を実現することを指してもよい。図２Ａに示す実施例において、リップル
波形は、完全なリップル波形であり、図２Ｂに示す実施例において、リップル波形は、ピ
ークカット処理された後のリップル波形である。
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【００３３】
　本発明の実施例では、第２リップル波形のピーク値の限定方法を特に限定しない。
【００３４】
　好ましくは、いくつかの実施例において、上記第２リップル波形は、完全なリップル波
形であってもよい。例えば、電力調整ユニット１２により、第２リップル波形の完全性を
確保するうえで、第２リップル波形の電流のピーク値を電流制限点に対応する電流値に制
御することができる。
【００３５】
　好ましくは、一部別の実施例において、上記第２リップル波形は、ピークカット処理を
経た後に取得された波形であってもよい。
【００３６】
　図３に示すように、リップル波形２は、完全なリップル波形であり、リップル波形１は
、ピークカット処理を経た後に取得されたリップル波形である。この二種類のリップル波
形の電流により充電対象機器（例えば端末）を充電すると、いずれも、バッテリのリチウ
ム沈殿現象を低減し、バッテリの安全性を向上させることができる。しかしながら、リッ
プル波形１と時間軸とによって囲まれた面積は、リップル波形２と時間軸とによって囲ま
れた面積（リップル波形２と時間軸とによって囲まれた面積と陰影付け部分の面積との合
計は、リップル波形１と時間軸とによって囲まれた面積と等しい）より大きく、また、第
２アダプターの充電効率（又は速度）がリップル波形と時間軸とによって囲まれた面積に
正比例しているため、リップル波形と時間軸とによって囲まれた面積が大きいほど、充電
効率が高い。そのため、リップル波形１の電流により充電対象機器（例えば端末）を充電
する効率は、リップル波形１の電流により充電対象機器（例えば端末）を充電する効率よ
り大きい。
【００３７】
　従って、本発明の実施例において、リップル波形をピークカット処理すると、第２アダ
プターの出力電流のピーク値が電流制限点に対応する電流値と等しくなり、充電効率を向
上させることができる。
【００３８】
　さらに、図４及び図５を例として、図４におけるリップル波形３及びリップル波形４は
、ピークカット処理前のリップル波形であり、リップル波形３のピーク値は、リップル波
形４のピーク値より小さい。図５におけるリップル波形３’及びリップル波形４’は、図
４におけるリップル波形３及びリップル波形４をそれぞれにピークカット処理した後に取
得されたリップル波形である。図５において、リップル波形４’と時間軸とによって囲ま
れた面積は、リップル波形３’と時間軸とによって囲まれた面積と陰影付け部分の面積と
の合計と等しいので、リップル波形４’と時間軸とによって囲まれた面積は、リップル波
形３’と時間軸とによって囲まれた面積より大きいため、リップル波形４’の電流により
充電対象機器（例えば端末）を充電する効率がより高くなる。
【００３９】
　つまり、ピークカット処理する前のリップル波形のピーク値が高いほど、最後にピーク
カット処理後に取得されたリップル波形の電流により充電する効率が高くなる。そのため
、ピークカット処理前のリップル波形のピーク値を上げることにより、充電効率を向上さ
せることができる。
【００４０】
　リップル波形のピーク値を上げる方法は、いくつかの種類がある。例えば、最大デュー
ティー比が比較的高いＰＷＭコントローラを選択することにより、リップル波形のピーク
値を上げることができ、又は変圧器のインダクタンスを増やすことにより、リップル波形
のピーク値を上げることができる。
【００４１】
　本発明の実施例は、第２アダプターが第２リップル波形の電流を出力する方法を特に限
定するものではない。例えば、１次ユニット１１内の１次フィルタユニット及び２次ユニ
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ット１３内の２次フィルタユニットを除去して、第２リップル波形の電流を形成すること
ができる。このようにすると、第２アダプター１０に第２リップル波形の電流を出力させ
ることができるだけではなく、第２アダプター１０の体積を大幅に低減することもでき、
第２アダプター１０の小型化を容易にすることができる。
【００４２】
　好ましくは、いくつかの実施例において、第２アダプター１０は、第１充電モード及び
第２充電モードをサポートすることができる。第２アダプター１０の第２充電モードでの
充電対象機器（例えば端末）への充電速度が第２アダプター１０の第１充電モードでの充
電対象機器（例えば端末）への充電速度より速い。言い換えると、第１充電モードで作動
する第２アダプター１０に比べて、第２充電モードで作動する第２アダプター１０が同じ
容量の充電対象機器（例えば端末）におけるバッテリを満充電するに費やした時間のほう
がより短い。
【００４３】
　第２アダプター１０は、制御ユニットを含む。第２アダプター１０が充電対象機器（例
えば端末）と接続されるプロセスでは、制御ユニットは、充電対象機器（例えば端末）と
二方向通信して第２充電モードでの充電プロセスを制御する。該制御ユニットは、上記い
ずれかの実施例における制御ユニットであってもよく、例えば、第１調整ユニットにおけ
る制御ユニットであってもよいし、第２調整ユニットにおける制御ユニットであってもよ
い。
【００４４】
　第１充電モードは、通常充電モードであってもよく、第２充電モードは、急速充電モー
ドであってもよい。該通常充電モードとは、第２アダプターが比較的小さい電流値（通常
は、２．５Ａより小さい）を出力し、又は比較的小さい電力（通常は、１５Wより小さい
）で、充電対象機器（例えば端末）のバッテリを充電する。通常充電モードで比較的大容
量のバッテリ（例えば３０００ｍAｈ容量のバッテリ）を完全に満充電するには、通常に
数時間かかる。急速充電モードでは、第２アダプターは、比較的大きい電流（通常は、２
．５Ａより大きく、例えば４．５Ａ、５Ａ、これよりさらに高い）を出力するか、又は比
較的大きい電力（通常に１５W以上）で充電対象機器（例えば端末）のバッテリを充電す
る。通常充電モードと比較して、急速充電モードで第２アダプターが同じ容量のバッテリ
を完全に満充電するに必要な充電時間は大幅に短縮することができ、充電速度がより速く
なる。
【００４５】
　本発明の実施例は、第２アダプターの制御ユニットと充電対象機器（例えば端末）との
通信内容、及び制御ユニットが第２アダプターの第２充電モードでの出力を制御する方法
については特に限定されず、例えば、制御ユニットは、充電対象機器（例えば端末）と通
信して、充電対象機器（例えば端末）のバッテリの現在の電圧又は現在の電気量をやりと
りし、バッテリの現在の電圧又は現在の電気量に基づいて、第２アダプターの出力電圧又
は出力電流を調整することができる。以下に、具体的な実施例に合わせて、制御ユニット
と充電対象機器（例えば端末）との間の通信内容、及び制御ユニットが第２充電モードで
の第２アダプターの出力を制御する方法について詳細に説明する。
【００４６】
　好ましくは、いくつかの実施例において、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）
と二方向通信して第２充電モードでの第２アダプターの出力を制御するプロセスは、制御
ユニットが充電対象機器（例えば端末）と二方向通信して第２アダプターと充電対象機器
（例えば端末）との間の充電モードをネゴシエーションすることを含んでもよい。
【００４７】
　本発明の実施例において、第２アダプターは、第２充電モードで充電対象機器（例えば
端末）を盲目的に急速充電するのではなく、充電対象機器（例えば端末）と二方向通信し
、第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）を急速充電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。このようにすることで、充電プロセスの安全性を向上させる
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ことができる。
【００４８】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と二方向通信して第２アダプ
ターと充電対象機器（例えば端末）との間の充電モードをネゴシエーションすることは、
制御ユニットが、充電対象機器（例えば端末）が第２充電モードをオンにするか否かを問
い合わせる第１コマンドを充電対象機器（例えば端末）に送信することと、制御ユニット
が、充電対象機器（例えば端末）から送信された、充電対象機器（例えば端末）が第２充
電モードをオンにすることに同意するか否かを示す前記第１コマンドに対する応答コマン
ドを受信することと、充電対象機器（例えば端末）が第２充電モードをオンにすることに
同意した場合に、制御ユニットが第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）を充電す
ることと、を含んでもよい。
【００４９】
　本発明の実施例の上記説明は、第２アダプター（又は第２アダプターの制御ユニット）
と充電対象機器（例えば端末）とのマスタ－及びスレーブを限定する必要はない。言い換
えると、制御ユニットと充電対象機器（例えば端末）とのうちいずれも、マスタ－装置側
として二方向通信セッションを開始することができる。相応的に、他方がスレーブ装置側
としてマスタ－装置側が開始する通信に対して第１応答を行うことができる。実行可能な
方法として、通信プロセスにおいて、第２アダプター側及び充電対象機器（例えば端末）
側のアースに対するレベルの高さを比較することにより、マスタ－及びスレーブ装置の身
分を確認することができる。
【００５０】
　本発明の実施例は、第２アダプター（又は第２アダプターの制御ユニット）と充電対象
機器（例えば端末）との間の二方向通信の具体的な実現方法を限定していない。つまり、
第２アダプター（又は第２アダプターの制御ユニット）と充電対象機器（例えば端末）と
のうちのいずれもマスタ－装置側として通信セッションを開始することができる。相応的
に他方はスレーブ装置側として、マスタ－装置側が開始する通信セッションに対して第１
応答を行い、同時に、マスタ－装置側は、前記スレーブ装置側からの第１応答に対して第
２応答を行うことができれば、マスタ－及びスレーブ装置の間で一回の充電モードに関す
るネゴシエーションプロセスが完了したと考えてもよい。一種の実行可能な実施方法とし
て、マスタ－及びスレーブ装置側の間で複数回の充電モードに関するネゴシエーションが
完了した後、マスタ－及びスレーブ装置側の間の充電操作を実行することにより、ネゴシ
エーション後の充電プロセスを安全かつ信頼的に実行することができる。
【００５１】
　マスタ－装置側として、前記スレーブ装置側の通信セッションに対する第１応答に応じ
て第２応答を行う一つの方法は、マスタ－装置側が前記スレーブ装置側の通信セッション
に対する第１応答を受信し、受信された前記スレーブ装置の第１応答に応答する第２応答
を行うこととしてもよい。例として、マスタ－装置側が所定時間内で前記スレーブ装置側
の通信セッションに対する第１応答を受信した場合に、マスタ－装置側は、前記スレーブ
装置の第１応答に応答する第２応答を行うことは、具体的に、マスタ－装置側とスレーブ
装置側とが一回の充電モードに関するネゴシエーションを完了し、マスタ－装置側とスレ
ーブ装置側との間がネゴシエーションの結果に基づいて、第１充電モード又は第２充電モ
ードに従って充電操作を実行する。即ち、第２アダプターがネゴシエーション結果に基づ
いて、第１充電モード又は第２充電モードで作動して充電対象機器（例えば端末）を充電
する。
【００５２】
　マスタ－装置側として、前記スレーブ装置側の通信セッションに対する第１応答に応じ
て、さらに第２応答を行うことができる一つの方法は、マスタ－装置側が所定時間内で前
記スレーブ装置側の通信セッションに対する第１応答を受信していなくても、マスタ－装
置側も前記スレーブ装置の第１応答に対して応答する第２応答を行うことであってもよい
。例として、マスタ－装置側が所定時間内で前記スレーブ装置側の通信セッションに対す
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る第１応答を受信していなくても、マスタ－装置側が前記スレーブ装置の第１応答に応答
する第２応答を行うことは、具体的に、マスタ－装置側とスレーブ装置側とが一回充電モ
ードに関するネゴシエーションを完了し、マスタ－装置側とスレーブ装置側との間で第１
充電モードに従って充電操作が実行され、第２アダプターが第１充電モードで作動して充
電対象機器（例えば端末）を充電する。
【００５３】
　好ましくは、いくつかの実施例において、充電対象機器（例えば端末）がマスタ－装置
として、通信セッションを開始して、第２アダプター（又は第２アダプターの制御ユニッ
ト）がスレーブ装置として、マスタ－装置側が開始する通信セッションに対して第１応答
を行った後、充電対象機器（例えば端末）が第２アダプターの第１応答に応答する第２応
答を行わなくても、第２アダプター（又は第２アダプターの制御ユニット）と充電対象機
器（例えば端末）との間に一回の充電モードに関するネゴシエーションプロセスが完了し
たと判定することができ、第２アダプターはネゴシエーションの結果に基づいて第１充電
モード又は第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）を充電することを決定すること
ができる。
【００５４】
　好ましくは、いくつかの実施例において、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）
と二方向通信して第２アダプターの第２充電モードでの出力を制御するプロセスは、制御
ユニットが充電対象機器（例えば端末）と二方向通信して第２充電モードでの第２アダプ
ターから出力された充電対象機器（例えば端末）を充電する充電電圧を決定することと、
制御ユニットが第２アダプターの出力電圧を調整して、第２アダプターの出力電圧を、第
２充電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器（例えば端末）を充電する
充電電圧と等しくすることと、を含んでもよい。
【００５５】
　   具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と二方向通信して、第２
充電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器（例えば端末）を充電する充
電電圧を決定することは、制御ユニットが、第２アダプターの出力電圧と充電対象機器（
例えば端末）のバッテリの現在の電圧とが一致するか否かを問い合わせる第２コマンドを
充電対象機器（例えば端末）に送信することと、制御ユニットが、充電対象機器（例えば
端末）から送信された、第２アダプターの出力電圧とバッテリの現在の電圧とが一致する
か、高めであるか、又は低めであることを示す第２コマンドの応答コマンドを受信するこ
とと、を含んでもよい。代替的には、第２コマンドは、第２アダプターの現在の出力電圧
を第２充電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器（例えば端末）を充電
する充電電圧とするのが適切であるか否かを問い合わせることができる。第２コマンドの
応答コマンドは、現在第２アダプターの出力電圧が適切か、高めか、又は低めであること
示すことができる。第２アダプターの現在出力電圧とバッテリの現在の電圧と一致するか
、又は第２アダプターの現在の出力電圧（又は現在の出力電圧のピーク値）を第２充電モ
ードでの第２アダプターから出力された充電対象機器（例えば端末）を充電する充電電圧
とするのが適切であることは、第２アダプターの現在の出力電圧が、バッテリの現在電圧
よりやや高く、第２アダプターの出力電圧とバッテリの現在電圧との間の差が、所定範囲
内（通常は、数百ｍVの等級）にあることを指してもよい。
【００５６】
　好ましくは、いくつかの実施例において、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）
と二方向通信して第２充電モードでの第２アダプターの出力を制御する充電プロセスは、
制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と二方向通信して、第２充電モードでの第２
アダプターから出力された充電対象機器（例えば端末）を充電する充電電流を決定するこ
とと、制御ユニットが第２アダプターの出力電流（又は第２アダプターの出力電流のピー
ク値）を調整して、第２アダプターの出力電流（又は第２アダプターの出力電流のピーク
値）が第２充電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器を充電する充電電
流と等しくなるようにすることと、を含んでもよい。
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【００５７】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と二方向通信して、第２充電
モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器（例えば端末）を充電する充電電
流を決定することは、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）の現在サポートする最
大充電電流を問い合わせる第３コマンドを充電対象機器（例えば端末）に送信することと
、制御ユニットが、充電対象機器（例えば端末）から送信された、充電対象機器（例えば
端末）の現在サポートする最大充電電流を示す第３コマンドの応答コマンドを受信するこ
とと、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）の現在サポートする最大充電電流に基
づいて、第２充電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器（例えば端末）
を充電する充電電流を決定することと、を含んでもよい。なお、制御ユニットが充電対象
機器（例えば端末）の現在サポートする最大充電電流に基づいて、第２充電モードでの第
２アダプターから出力された充電対象機器（例えば端末）を充電する充電電流を決定する
方法はいくつかの種類がある。例えば、第２アダプターは、充電対象機器（例えば端末）
の現在サポートする最大充電電流を第２充電モードでの第２アダプターから出力された充
電対象機器（例えば端末）を充電する充電電流として決定してもよく、充電対象機器（例
えば端末）の現在サポートする最大充電電流及び自身の電流出力能力などの要素を総合的
に考慮した後、第２充電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器（例えば
端末）を充電する充電電流を決定してもよい。
【００５８】
　好ましくは、いくつかの実施例において、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）
と二方向通信して第２充電モードでの第２アダプターの出力を制御するプロセスは、第２
アダプターが第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）を充電するプロセスにおいて
、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と二方向通信して、第２アダプターの出力
電流を調整することを含んでもよい。
【００５９】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と二方向通信して、第２アダ
プターの出力電流を調整することは、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）のバッ
テリの現在の電圧を問い合わせる第４コマンドを充電対象機器（例えば端末）に送信する
ことと、制御ユニットが、第２アダプターから送信された、バッテリの現在の電圧を示す
第４コマンドの応答コマンドを受信することと、制御ユニットがバッテリの現在の電圧に
基づいて、第２アダプターの出力電流を調整することと、を含んでもよい。
【００６０】
　好ましくは、いくつかの実施例において、図６Ａに示すように、第２アダプター１０は
、充電インターフェース６１を含む。さらに、いくつかの実施例において、第２アダプタ
ー１０の制御ユニットは、充電インターフェース６１のデータケーブル６２を介して充電
対象機器（例えば端末）と二方向通信することができる。
【００６１】
　好ましくは、いくつかの実施例において、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）
と二方向通信して第２充電モードでの第２アダプターの出力を制御するプロセスは、制御
ユニットが充電対象機器（例えば端末）と二方向通信して、充電インターフェースが接触
不良であるか否かを判定することを含んでもよい。
【００６２】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と二方向通信して充電インタ
ーフェースが接触不良であるか否かを判定することは、制御ユニットが充電対象機器（例
えば端末）のバッテリの現在の電圧を問い合わせる第４コマンドを充電対象機器（例えば
端末）に送信することと、制御ユニットが、充電対象機器（例えば端末）から送信された
、充電対象機器（例えば端末）のバッテリの現在の電圧を示す第４コマンドの応答コマン
ドを受信することと、制御ユニットが第２アダプターの出力電圧及び充電対象機器（例え
ば端末）のバッテリの現在電圧に基づいて、充電インターフェースが接触不良であるか否
かを判定することと、を含んでもよい。例えば、制御ユニットが第２アダプターの出力電
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圧と充電対象機器（例えば端末）の現在の電圧との電圧差が所定電圧閾値より大きいと判
定されると、この場合の電圧差を第２アダプターから出力された現在電流値で除算して得
られた抵抗が所定抵抗閾値より大きいことを表し、充電インターフェースが接触不良であ
ると判定することができる。
【００６３】
　好ましくは、いくつかの実施例において、充電インターフェースが接触不良であること
は、充電対象機器（例えば端末）によって判定されてもよい。充電対象機器（例えば端末
）は、第２アダプターの出力電圧を問い合わせる第６コマンドを制御ユニットに送信し、
充電対象機器（例えば端末）は、制御ユニットから送信された、第２アダプターの出力電
圧を示す第６コマンドの応答コマンドを受信し、充電対象機器（例えば端末）は、充電対
象機器（例えば端末）のバッテリの現在の電圧及び第２アダプターの出力電圧に基づいて
、充電インターフェースが接触不良であるか否かを判定する。充電対象機器（例えば端末
）は、充電インターフェースが接触不良であると判定した後、充電対象機器（例えば端末
）は、充電インターフェースが接触不良であると示す第５コマンドを制御ユニットに送信
する。制御ユニットは、第５コマンドを受信した後、第２充電モードを終了するように第
２アダプターを制御することができる。
【００６４】
　以下に、図６Ｂを参照して、第２アダプターの制御ユニットと充電対象機器（例えば端
末）との間の通信プロセスを詳細に説明する。なお、図６Ｂの例は、単に当業者が本発明
の実施例を理解する上で補助するものであって、本発明の実施例を例示された具体的な数
値又は具体的な場面に限定するためのものではない。当業者は、提供された図６Ｂの例に
鑑みて、さまざまな修正や変更が可能であり、このような修正や変更が本発明の実施例の
範囲内にあることは明らかである。
【００６５】
　図６Ｂに示されるように、第２充電モードで第２アダプターの出力により充電対象機器
（例えば端末）を充電するプロセス、即ち充電プロセスは、五つの段階を含むことができ
る。
【００６６】
　段階１：
　充電対象機器（例えば端末）が電源供給装置に接続された後、充電対象機器（例えば端
末）は、データケーブルＤ＋、Ｄ－を介して電源供給装置のタイプを検出することができ
る。電源供給装置が第２アダプターであることを検出した場合に、充電対象機器（例えば
端末）が受け入れた電流は、所定電流閾値Ｉ２（例えば、１Ａであってもよい）より大き
くてもよい。第２アダプターにおける制御ユニットが所定持続時間（例えば、連続的なＴ
１時間）内での第２アダプターの出力電流がＩ２以上であることを検出した場合に、制御
ユニットは、充電対象機器（例えば端末）が電源供給装置のタイプの識別が既に完了した
と判定してもよい。制御ユニットは、第２アダプターと充電対象機器（例えば端末）との
間のネゴシエーションプロセスを開始し、充電対象機器（例えば端末）にコマンド１（上
記第１コマンドに対応する）を送信して、充電対象機器（例えば端末）が、第２アダプタ
ーが第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）を充電することに同意するか否かを問
い合わせる。
【００６７】
　制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）から送信されたコマンド１の応答コマンド
を受信し、該コマンド１の応答コマンドは、充電対象機器（例えば端末）が、第２アダプ
ターが第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）を充電することに同意しないと示し
た場合に、制御ユニットは、第２アダプターの出力電流を再度検出する。第２アダプター
の出力電流が所定の連続時間内（例えば、連続的なＴ１時間であってもよい）で依然とし
てＩ２以上である場合に、充電対象機器（例えば端末）にコマンド１を再度送信して、充
電対象機器（例えば端末）が第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器（例えば端
末）を充電することに同意するか否かを問い合わせる。制御ユニットは、充電対象機器（
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例えば端末）が、第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）を充電
することに同意するか、又は第２アダプターの出力電流がＩ２以上であるという条件を満
たさなくなるまで段階１の上記ステップを繰り返す。
【００６８】
　充電対象機器（例えば端末）が、第２充電モードで第２アダプターが充電対象機器（例
えば端末）を充電することに同意した後、通信プロセスが第２段階に移行する。
【００６９】
　段階２：
　第２アダプターの出力電圧は、複数のグレードを含んでもよい。制御ユニットがコマン
ド２（上記第２コマンドに対応する）を充電対象機器（例えば端末）に送信して、第２ア
ダプターの出力電圧（現在の出力電圧）と充電対象機器（例えば端末）のバッテリの現在
の電圧とが一致するか否かを問い合わせる。
【００７０】
　充電対象機器（例えば端末）は、コマンド２の応答コマンドを制御ユニットに送信し、
第２アダプターの出力電圧と充電対象機器（例えば端末）のバッテリの現在の電圧と一致
するか、高めであるか、又は低めであることを示す。コマンド２に対する応答コマンドが
、第２アダプターの出力電圧が高めであるか、又は低めであることを示す場合には、制御
ユニットは、第２アダプターの出力電圧を１グレード調整し、充電対象機器（例えば端末
）にコマンド２を再度送信し、第２アダプターの出力電圧と充電対象機器（例えば端末）
のバッテリの現在の電圧とが一致するか否かを再度問い合わせることができる。充電対象
機器（例えば端末）が、第２アダプターの出力電圧と充電対象機器（例えば端末）のバッ
テリの現在の電圧とが一致することを決定するまで段階２の上記ステップを繰り返して、
３段階に移行する。
【００７１】
　段階３：
　制御ユニットは、コマンド３（上記第３コマンドに対応する）を充電対象機器（例えば
端末）に送信して、充電対象機器（例えば端末）の現在サポートする最大充電電流を問い
合わせる。充電対象機器（例えば端末）はコマンド３の応答コマンドを制御ユニットに送
信し、充電対象機器（例えば端末）の現在サポートする最大充電電流を示し、第４段階に
移行する。
【００７２】
　段階４：
　制御ユニットは、充電対象機器（例えば端末）の現在サポートする最大充電電流に基づ
いて、第２充電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器（例えば端末）を
充電する充電電流を決定した後、段階５、即ち定電流充電段階に移行する。
【００７３】
　段階５：
　定電流充電段階に入った後、制御ユニットは、一定時間ごとにコマンド４（上記第４コ
マンドに対応する）を充電対象機器（例えば端末）に送信し、充電対象機器（例えば端末
）のバッテリの現在の電圧を問い合わせることができる。充電対象機器（例えば端末）は
、コマンド４の応答コマンドを制御ユニットに送信して、充電対象機器（例えば端末）の
バッテリの現在の電圧をフィードバックする。制御ユニットは、充電対象機器（例えば端
末）のバッテリの現在の電圧に基づいて、充電インターフェースの接触が良好であるか否
か、及び第２アダプターの出力電流を低減する必要があるか否かを判断することができる
。第２アダプターが、充電インターフェースの接触不良を判断した場合に、コマンド５（
上記第５コマンドに対応する）を充電対象機器（例えば端末）に送信することができ、第
２アダプターは、第２充電モードを終了し、リセットして再度段階１に移行する。
【００７４】
　好ましくは、いくつかの実施例において、段階１において、充電対象機器（例えば端末
）がコマンド１の応答コマンドを送信する場合に、コマンド１の応答コマンドで該充電対
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象機器（例えば端末）の経路インピーダンスのデータ（又は情報）を運ぶことができる。
充電対象機器（例えば端末）の経路インピーダンスのデータは、段階５で充電インターフ
ェースの接触が良好であるか否かを判断するためのものである。
【００７５】
　好ましくは、いくつかの実施例において、段階２において、電対象機器（例えば端末）
が、第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）を充電することに同
意した時点から、制御ユニットが第２アダプターの出力電圧を適切な充電電圧に調整した
までかかった時間は、一定範囲内に制御することができる。該時間が所定範囲を超えると
、第２アダプター又は充電対象機器（例えば端末）は、急速充電通信プロセスが異常であ
ると判定し、リセットして再度、段階１に移行することができる。
【００７６】
　好ましくは、いくつかの実施例において、段階２において、第２アダプターの出力電圧
が充電対象機器（例えば端末）のバッテリの現在の電圧よりΔＶ(ΔＶを、２００～５０
０ｍＶとしてもよい)高い場合に、充電対象機器（例えば端末）は、コマンド２の応答コ
マンドを制御ユニットに送信して、第２アダプターの出力電圧と充電対象機器（例えば端
末）のバッテリ電圧とが一致することを示すことができる。
【００７７】
　好ましくは、いくつかの実施例において、段階４において、第２アダプターの出力電流
の調整速度は、一定範囲内に制御することができる。このようにすると、調整速度が速す
ぎることによる第２充電モードでの第２アダプターの出力が充電対象機器（例えば端末）
を充電するプロセス異常の発生を避けることができる。
【００７８】
　好ましくは、いくつかの実施例において、段階５において、第２アダプターの出力電流
の変化幅は、５％以内に制御することができる。
【００７９】
　好ましくは、いくつかの実施例において、段階５では、制御ユニットは、充電回路の経
路インピーダンスをリアルタイムにモニタリングすることができる。具体的には、制御ユ
ニットは、第２アダプターの出力電圧、出力電流及び、充電対象機器（例えば端末）によ
ってフィードバックされたバッテリの現在の電圧とに基づいて、充電回路の経路インピー
ダンスをモニタリングすることができる。「充電回路の経路インピーダンス」＞「充電対
象機器（例えば端末）の経路インピーダンス＋充電ケーブルの抵抗」の場合に、充電イン
ターフェースが接触不良であると判定することができ、第２アダプターは第２充電モード
で充電対象機器（例えば端末）を充電するのを停止する。
【００８０】
　好ましくは、いくつかの実施例において、第２アダプターが第２充電モードで充電対象
機器（例えば端末）を充電するのを開始した後、制御ユニットと充電対象機器（例えば端
末）との間の通信時間間隔は、一定範囲内に制御することができ、通信間隔が短すぎるに
よる通信プロセスの異常の発生を避けることができる。
【００８１】
　好ましくは、いくつかの実施例において、充電プロセスの停止（又は第２アダプターが
第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）を充電するプロセスの停止）は、回復可能
な停止と回復不可能な停止との２種類に分けることができる。
【００８２】
　例えば、充電対象機器（例えば端末）のバッテリが満充電されたか、又は充電インター
フェースが接触不良であることが検出された場合には、充電プロセスが停止され、充電通
信プロセスがリセットされ、充電プロセスが再度、段階１に移行する。その後、充電対象
機器（例えば端末）が、第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）
を充電することに充電対象機器が同意しないと、通信プロセスは段階２に入らない。この
ような場合の充電プロセスの停止は、回復不可能な停止と見なすことができる。
【００８３】
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　また、例えば、制御ユニットと充電対象機器（例えば端末）との間に通信異常が現れた
場合には、充電プロセスが停止され、充電通信プロセスがリセットされ、充電プロセスが
再度、段階１に移行する。段階１の要求が満たされた後、充電対象機器（例えば端末）が
、第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）を充電することに同意
すると、充電プロセスを回復する。このような場合の充電プロセスの停止は、回復可能な
停止と見なすことができる。
【００８４】
　また、例えば、充電対象機器（例えば端末）がバッテリ異常を検出した場合、充電プロ
セスが停止され、充電通信プロセスがリセットされ、充電プロセスが再度、段階１に移行
する。その後、充電対象機器（例えば端末）は、第２アダプターが第２充電モードで充電
対象機器（例えば端末）を充電することに同意しない。バッテリが正常に回復し、段階１
の要求を満たした後、充電対象機器（例えば端末）は、第２アダプターが第２充電モード
で充電対象機器（例えば端末）を充電することに同意する。このような場合の急速充電プ
ロセスの停止は、回復可能な停止と見なすことができる。
【００８５】
　以上、図６Ｂに示した通信ステップ又は操作は単なる例に過ぎない。例えば、段階１で
は、充電対象機器（例えば端末）が第２アダプターに接続された後、充電対象機器（例え
ば端末）と制御ユニットとの間のハンドシェイク通信は、充電対象機器（例えば端末）に
よって開始されてもよい。即ち、充電対象機器（例えば端末）はコマンド１を送信し、制
御ユニットが第２充電モードをオンにするか否かを問い合わせる。充電対象機器（例えば
端末）が、第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）を充電するこ
とに同意することを示す制御ユニットからの応答コマンドを受信した場合に、第２アダプ
ターは、第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）のバッテリを充電し始める。
【００８６】
　また、例えば、段階５の後、定電圧充電段階をさらに含んでもよい。具体的には、段階
５において、充電対象機器（例えば端末）は、制御ユニットにバッテリの現在の電圧をフ
ィードバックすることができる。バッテリの現在の電圧が定電圧充電電圧閾値に達した場
合に、充電段階は、定電流充電段階から定電圧充電段階に移行する。定電圧充電段階にお
いて、充電電流が次第に減少し、電流が所定の閾値にまで低下した場合、充電プロセスの
全体が停止され、充電対象機器（例えば端末）のバッテリが既に満充電されたことを表す
。
【００８７】
　好ましくは、いくつかの実施例において、第２アダプターは、第２アダプターの出力電
流を直接充電対象機器（例えば端末）のバッテリの両端に負荷して、バッテリを直接充電
する。
【００８８】
　具体的には、直接充電とは、２アダプターの出力電圧及び出力電流を直接充電対象機器
（例えば端末）のバッテリの両端に負荷（又は直接ガイドする）して、充電対象機器（例
えば端末）のバッテリを充電し、途中で変換回路により第２アダプターの出力電流又は出
力電圧を変換する必要がなく、変換プロセスによるエネルギーの損失が避けされることを
指してもよい。第２充電モードで充電するプロセスでは、充電回路の充電電圧又は充電電
流を調整するために、第２アダプターをインテリジェントアダプターとして設計し、第２
アダプターにより充電電圧又は充電電流の変換を完了することができる。このようにする
と、充電対象機器（例えば端末）負担を軽減し、充電対象機器の発熱量を低減することが
できる。
【００８９】
　本発明の実施例の第２アダプター１０は、定電流モードで作動することができる。本発
明における定電流モードとは、第２アダプターの出力電流を制御する充電モードを指し、
第２アダプターの出力電流を一定に維持する必要は無い。通常、第２アダプターは、定電
流モードにおいて、多段階定電流方法で充電する。
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【００９０】
　多段階定電流充電（Ｍｕｌｔｉ－ｓｔａｇｅ ｃｏｎｓｔａｎｔ ｃｕｒｒｅｎｔ ｃｈ
ａｒｇｉｎｇ）は、Ｎ個の充電段階（Ｎが２以上の整数である）を有する。多段階定電流
充電は、所定の充電電流で第１段階の充電を始めることができる。前記多段階定電流充電
のＮ個の充電段階は、第１段階から第(Ｎ-１)段階まで順次、実行される。充電段階のう
ち前回の充電段階から次の充電段階に移行すると、充電電流値が小さくなる。バッテリ電
圧が充電遮断電圧閾値に達した場合に、充電段階のうち前回の充電段階から次の充電段階
に移行する。
【００９１】
　さらに、第２アダプターの出力電流がパルス状の直流電流である場合、定電流モードと
は、パルス状の直流電流のピーク値又は平均値を制御する充電モードを指してもよい。即
ち、第２アダプターの出力電流のピーク値が定電流モードに対応する電流を超えないよう
に制御する。
【００９２】
　以上に、図１～図６を参照して本発明の装置の実施例を詳細に説明した。以下、図７を
参照して、本発明の実施例の方法の実施例を詳細に説明する。なお、方法側の説明と装置
側の説明が互いに対応しているため、簡潔のため、重複した説明を適宜、省略する。
【００９３】
　図７は、本発明の実施例に係る充電制御方法の概略フローチャートである。図７の方法
は、上記第２アダプターにより実行することができる。具体的には、前記アダプターは、
第１充電モード及び第２充電モードをサポートし、前記アダプターの前記第２充電モード
での充電対象機器への充電速度が前記アダプターの前記第１充電モードでの前記充電対象
機器への充電速度より速く、且つ前記第２充電モードで、前記アダプターは、前記定電流
モードで充電対象機器を充電する。
【００９４】
　図７の方法は、前記第２アダプターが、充電対象機器と接続されるプロセスにおいて、
前記充電対象機器と二方向通信し、前記第２充電モードでの前記第２アダプターの出力を
制御するステップ７１０を含む。
【００９５】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記前記充電対象機器と二方向通信して前記
第２充電モードでの前記第２アダプターの出力を制御するプロセスは、前記制御ユニット
が前記充電対象機器と二方向通信して、前記第２アダプターと前記充電対象機器との間の
充電モードをネゴシエーションするステップを含む。
【００９６】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記充電対象機器と二方向通信して前記第２
アダプターと前記充電対象機器との間の充電モードをネゴシエーションするステップは、
前記充電対象機器が前記第２充電モードをオンにするか否かを問い合わせる第１コマンド
を前記充電対象機器に送信するステップと、前記充電対象機器から送信された、前記充電
対象機器が前記第２充電モードをオンにすることに同意するか否かを示す前記第１コマン
ドの応答コマンドを受信するステップと、前記充電対象機器が前記第２充電モードをオン
にすることに同意した場合に、前記第２充電モードで前記充電対象機器を充電するステッ
プと、を含む。
【００９７】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記充電対象機器と二方向通信して前記第２
充電モードでの前記第２アダプターの出力を制御するプロセスは、前記充電対象機器と二
方向通信して、前記第２充電モードでの前記第２アダプターから出力された前記充電対象
機器を充電するための充電電圧を決定するステップと、前記第２アダプターの出力電圧を
調整して、前記第２アダプターの出力電圧が、前記第２充電モードでの前記第２アダプタ
ーから出力された前記充電対象機器を充電する充電電圧と等しくなるようにするステップ
と、を含む。
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【００９８】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記充電対象機器と二方向通信して前記第２
充電モードでの前記第２アダプターから出力された前記充電対象機器を充電する充電電圧
を決定するステップは、前記第２アダプターの出力電圧と前記充電対象機器のバッテリの
現在の電圧とが一致しているか否かを問い合わせる第２コマンドを前記充電対象機器に送
信するステップと、前記充電対象機器から送信された、前記第２アダプターの出力電圧と
前記バッテリの現在の電圧とが一致するか、高めであるか、又は低めであることを示す前
記第２コマンドの応答コマンドを受信するステップと、を含む。
【００９９】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記充電対象機器と二方向通信して前記第２
充電モードでの前記第２アダプターの出力を制御するプロセスは、前記充電対象機器と二
方向通信して、前記第２充電モードでの前記第２アダプターから出力された前記充電対象
機器を充電する充電電流を決定するステップと、前記第２アダプターの出力電流を調整し
て、前記第２アダプターの出力電流（又は第２アダプターの出力電流のピーク値）が前記
第２充電モードでの前記第２アダプターから出力された前記充電対象機器を充電する充電
電流と等しくするステップと、を含む。
【０１００】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記充電対象機器と二方向通信して前記第２
充電モードでの前記第２アダプターから出力された前記充電対象機器を充電する充電電流
を決定するステップは、前記制御ユニットが、前記充電対象機器の現在サポートする最大
充電電流を問い合わせる第３コマンドを前記充電対象機器に送信するステップと、前記充
電対象機器から送信された、前記充電対象機器の現在サポートする最大充電電流を示す前
記第３コマンドの応答コマンドを受信するステップと、前記充電対象機器の現在サポート
する最大充電電流に基づいて、前記第２充電モードでの前記第２アダプターから出力され
た前記充電対象機器を充電する充電電流を決定するステップと、を含む。
【０１０１】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記充電対象機器と二方向通信して前記第２
充電モードでの前記第２アダプターの出力を制御するプロセスは、前記第２充電モードで
充電するプロセスにおいて、前記充電対象機器と二方向通信して、前記第２アダプターの
出力電流を調整するステップを含む。
【０１０２】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記充電対象機器と二方向通信して前記第２
アダプターの出力電流を調整するステップは、前記充電対象機器のバッテリの現在の電圧
を問い合わせる第４コマンドを前記充電対象機器に送信するステップと、前記第２アダプ
ターから送信された、前記バッテリの現在の電圧を示す前記第４コマンドの応答コマンド
を受信するステップと、前記バッテリの現在電圧に基づいて、前記第２アダプターの出力
電流を調整するステップと、を含む。
【０１０３】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記第２アダプターは、充電インターフェー
スを含み、前記充電対象機器と二方向通信するステップは、前記充電インターフェースに
おけるデータケーブルを介して前記充電対象機器と二方向通信するステップを含む。
【０１０４】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記第２アダプタ―の出力電圧及び出力電流
は、前記充電対象機器のバッテリの両端に直接負荷されて、前記バッテリを直接充電する
。
【０１０５】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記第２アダプターは、充電プロセスを制御
する制御ユニットを含み、前記制御ユニットはＭＣＵである。
【０１０６】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記第２アダプターは、充電インターフェー
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スを含み、前記充電インターフェースはＵＳＢインターフェースである。
【０１０７】
　なお、本文における「第１アダプター」及び「第２アダプター」は、説明の便宜のため
のものであり、本発明の実施例のアダプターの特定のタイプを限定するものではない。
【０１０８】
　当業者であれば、本発明に開示されている実施例を参照して説明された各例のユニット
及アルゴリズムステップは、電子ハードウェア、又はコンピュータソフトウェアと電子ハ
ードウェアとの結合によって実現できることが理解されるであろう。これらの機能がハー
ドウェアに実装されるか、それともソフトウェアの方法によって実行されるかは技術的ソ
リューションの特定のアプリケーション及び設計上の制約条件によって異なる。当業者は
、各特定の用途に応じて、説明された機能を異なる方法で実現することができ、このよう
な実現は、本発明の範囲を超えて考慮すべきではない。
【０１０９】
　説明の便宜及び簡潔のために、上記システム、装置及び、ユニットの具体的な作動プロ
セスは、前記方法の実施例における対応するプロセスを参照することができ、ここでは詳
細に説明しないことは、当業者にとって明らかなことである。
【０１１０】
　なお、本発明が提供するいくつかの実施例において、開示されているシステム、装置及
び、方法は、他の方法によって実現することができる。例えば、上記装置の実施例は、単
に例示的なものであり、例えば、前記ユニットの区分は、ロジック機能の区分にすぎない
。実際に実施する際、他の区分方法を追加してもよく、例えば、複数のユニット又はコン
ポーネントを結合することができるし、又は他のシステムに集成することもでき、一部の
特徴を無視することも、又は実行しないこともできる。また、図示又は説明された相互間
の結合又は直接結合、又は通信接続は、いくつかのインタフェース、装置又はユニットを
介した間接的な接続や通信接続であっても良く、電気的、機械的又は他の形式の接続であ
っても良い。
【０１１１】
　分離部品として説明された前記ユニットは、物理上に分離していても良いし、物理上に
分離していなくても良い。ユニットとして示された部品は、物理的なユニットであっても
良いし、物理的なユニットでなくても良い。即ち、一箇所に配置されても良いし、又は複
数のネットワークユニットに分布して配置されても良い。必要に応じて、そのうちの一部
又は全部のユニットを選択して本実施例の技術案の目的を達成することができる。
【０１１２】
　また、本発明の各実施例においての各機能ユニットは、一つの処理ユニットに集約され
ても良いが、各ユニットが物理的に独立していても良く、二つ以上のユニットが一つのユ
ニットに統合されても良い。
【０１１３】
　前記機能が、ソフトウェア機能のユニットの形式で実現されて、独立する製品として販
売又は利用される場合に、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶されても良い。こ
のような理解に基づいて、本発明の技術案は、本質的に又は従来の技術に対する貢献の部
分又は前記技術案の一部は、ソフトウェア製品の形として示すことができる。前記コンピ
ュータソフトウェア製品は、一つの記憶媒体に記憶され、一台のコンピュータ設備（個人
コンピュータ、サーバ、又はネットワーク設備等であってもよい）に本発明の各実施例の
前記方法の全部又は一部ステップを実行させる若干のコマンドを含む。前記記憶媒体は、
ＵSBメモリ、ポータブルハードディスク、読み取り専用メモリ（Ｒｅａｄ-Ｏｎｌｙ
Ｍｅｍｏｒｙ、ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ、ＲＡＭ）、磁気ディスク又はＣＤ等のプログラムコードを記憶できる各種の媒
体を含む。
【０１１４】
　以上、本発明の特定の実施形態のみを説明したが、本発明の保護範囲はこれに限定され
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るものではなく、当分野に詳しいあらゆる当業者が本発明に開示された技術範囲内で容易
に想到する変形又は変更が可能であるものは、本発明の保護範囲に含まれるべきである。
従って、本発明の保護範囲はその特許請求の範囲に基づくべきである。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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