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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、
　前記２次側コントローラと前記ＶＢＵＳ出力とを結合する出力キャパシタと
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、さらに、前記ＶＢＵＳ出力のＡＣ信号成分の信号変換を実施可
能であり、
　前記絶縁双方向回路は、複数の制御入力に結合され、複数の制御入力の制御入力信号の
信号変換・切替を実施可能であり、
　前記１次側コントローラは、前記絶縁双方向回路からフィードバックされた前記制御入
力信号に基づいて、前記入力電流を制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの
出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項２】
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　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの１次側信号を検出するモニタ回路と、
　前記２次側コントローラと前記ＶＢＵＳ出力とを結合する出力キャパシタと
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、さらに、前記ＶＢＵＳ出力のＡＣ信号成分の信号変換を実施可
能であり、
　前記絶縁双方向回路は、複数の制御入力に結合され、複数の制御入力の制御入力信号の
信号変換・切替を実施可能であり、
　前記１次側コントローラは、前記モニタ回路の検出信号に基いて、前記絶縁双方向回路
を介して、前記２次側コントローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータ
の出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項３】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記絶縁双方向回路との間に接続されたエラーアン
プと、
　前記２次側コントローラと前記ＶＢＵＳ出力とを結合する出力キャパシタと
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、さらに、前記ＶＢＵＳ出力のＡＣ信号成分の信号変換を実施可
能であり、
　前記絶縁双方向回路は、複数の制御入力に結合され、複数の制御入力の制御入力信号の
信号変換・切替を実施可能であり、
　前記１次側コントローラは、前記エラーアンプの検出信号に基いて、前記絶縁双方向回
路を介して受信したフィードバック信号を受信すると共に、
　前記フィードバック信号に基づいて、前記絶縁双方向回路を介して、前記２次側コント
ローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力電圧値および出力可能
電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項４】
　前記絶縁双方向回路と前記制御入力とを結合するＡＣ結合キャパシタを備えることを特
徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の電力供給装置。
【請求項５】
　前記絶縁双方向回路は、複数の絶縁単方向回路を備えることを特徴とする請求項１～４
のいずれか１項に記載の電力供給装置。
【請求項６】
　前記絶縁双方向回路は、
　ＤＣ結合およびＡＣ結合可能な第１絶縁単方向回路と、
　ＡＣ結合可能な第２絶縁単方向回路と
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　を備えることを特徴とする請求項５に記載の電力供給装置。
【請求項７】
　前記１次側コントローラに接続され、複数の前記制御入力と対に配置される複数のＶＢ
ＵＳ出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路を備えることを特徴とする請求項１
～３のいずれか１項に記載の電力供給装置。
【請求項８】
　前記パワー出力回路は、複数のＤＣ／ＤＣコンバータを備えることを特徴とする請求項
７に記載の電力供給装置。
【請求項９】
　前記絶縁双方向回路は、
　周波数変換を実施するプロトコル変換部と、
　前記プロトコル変換部と前記制御入力との間に配置され、符号変換を実施する通信回路
と
　を備えることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の電力供給装置。
【請求項１０】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、
　周波数変換を実施するプロトコル変換部と、
　前記プロトコル変換部と前記制御入力との間に配置され、符号変換を実施する通信回路
と
　を備え、
　前記１次側コントローラは、前記絶縁双方向回路からフィードバックされた前記制御入
力信号に基づいて、前記入力電流を制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの
出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項１１】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの１次側信号を検出するモニタ回路と
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、
　周波数変換を実施するプロトコル変換部と、
　前記プロトコル変換部と前記制御入力との間に配置され、符号変換を実施する通信回路
と
　を備え、
　前記１次側コントローラは、前記モニタ回路の検出信号に基いて、前記絶縁双方向回路
を介して、前記２次側コントローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータ
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の出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項１２】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記絶縁双方向回路との間に接続されたエラーアン
プと
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、
　周波数変換を実施するプロトコル変換部と、
　前記プロトコル変換部と前記制御入力との間に配置され、符号変換を実施する通信回路
と
　を備え、
　前記１次側コントローラは、前記エラーアンプの検出信号に基いて、前記絶縁双方向回
路を介して受信したフィードバック信号を受信すると共に、
　前記フィードバック信号に基づいて、前記絶縁双方向回路を介して、前記２次側コント
ローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力電圧値および出力可能
電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項１３】
　前記絶縁双方向回路は、前記２次側コントローラと前記制御入力との間を切り替える切
替スイッチを備えることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の電力供給装置
。
【請求項１４】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、前記２次側コントローラと前記制御入力との間を切り替える切
替スイッチを備え、
　前記１次側コントローラは、前記絶縁双方向回路からフィードバックされた前記制御入
力信号に基づいて、前記入力電流を制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの
出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項１５】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
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と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの１次側信号を検出するモニタ回路と
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、前記２次側コントローラと前記制御入力との間を切り替える切
替スイッチを備え、
　前記１次側コントローラは、前記モニタ回路の検出信号に基いて、前記絶縁双方向回路
を介して、前記２次側コントローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータ
の出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項１６】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記絶縁双方向回路との間に接続されたエラーアン
プと
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、前記２次側コントローラと前記制御入力との間を切り替える切
替スイッチを備え、
前記１次側コントローラは、前記エラーアンプの検出信号に基いて、前記絶縁双方向回路
を介して受信したフィードバック信号を受信すると共に、
　前記フィードバック信号に基づいて、前記絶縁双方向回路を介して、前記２次側コント
ローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力電圧値および出力可能
電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項１７】
　前記絶縁双方向回路は、
　前記２次側コントローラに接続される第１送受信器と、
　前記１次側コントローラによって制御され、前記第１送受信器と前記制御入力との間を
切り替える切替スイッチと
　を備えることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の電力供給装置。
【請求項１８】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、
　前記２次側コントローラに接続される第１送受信器と、
　前記１次側コントローラによって制御され、前記第１送受信器と前記制御入力との間を
切り替える切替スイッチと
　を備え、
　前記１次側コントローラは、前記絶縁双方向回路からフィードバックされた前記制御入
力信号に基づいて、前記入力電流を制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの
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出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項１９】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの１次側信号を検出するモニタ回路と
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、
　前記２次側コントローラに接続される第１送受信器と、
　前記１次側コントローラによって制御され、前記第１送受信器と前記制御入力との間を
切り替える切替スイッチと
　を備え、
　前記１次側コントローラは、前記モニタ回路の検出信号に基いて、前記絶縁双方向回路
を介して、前記２次側コントローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータ
の出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項２０】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記絶縁双方向回路との間に接続されたエラーアン
プと
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、
　前記２次側コントローラに接続される第１送受信器と、
　前記１次側コントローラによって制御され、前記第１送受信器と前記制御入力との間を
切り替える切替スイッチと
　を備え、
　前記１次側コントローラは、前記エラーアンプの検出信号に基いて、前記絶縁双方向回
路を介して受信したフィードバック信号を受信すると共に、
　前記フィードバック信号に基づいて、前記絶縁双方向回路を介して、前記２次側コント
ローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力電圧値および出力可能
電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項２１】
　前記絶縁双方向回路は、前記２次側コントローラと前記制御入力との間を切り替える第
１送受信器を備えることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の電力供給装置
。
【請求項２２】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
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にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、前記２次側コントローラと前記制御入力との間を切り替える第
１送受信器を備え、
　前記１次側コントローラは、前記絶縁双方向回路からフィードバックされた前記制御入
力信号に基づいて、前記入力電流を制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの
出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項２３】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの１次側信号を検出するモニタ回路と
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、前記２次側コントローラと前記制御入力との間を切り替える第
１送受信器を備え、
　前記１次側コントローラは、前記モニタ回路の検出信号に基いて、前記絶縁双方向回路
を介して、前記２次側コントローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータ
の出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項２４】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記絶縁双方向回路との間に接続されたエラーアン
プと
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、前記２次側コントローラと前記制御入力との間を切り替える第
１送受信器を備え、
　前記１次側コントローラは、前記エラーアンプの検出信号に基いて、前記絶縁双方向回
路を介して受信したフィードバック信号を受信すると共に、
　前記フィードバック信号に基づいて、前記絶縁双方向回路を介して、前記２次側コント
ローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力電圧値および出力可能
電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項２５】
　前記絶縁双方向回路は、
　前記２次側コントローラに接続される第１送受信器と、
　前記制御入力に接続される第２送受信器と、
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　前記第１送受信器と前記第２送受信器との間を切り替える切替スイッチと
　を備えることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の電力供給装置。
【請求項２６】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、
　前記２次側コントローラに接続される第１送受信器と、
　前記制御入力に接続される第２送受信器と、
　前記第１送受信器と前記第２送受信器との間を切り替える切替スイッチと
　を備え、
　前記１次側コントローラは、前記絶縁双方向回路からフィードバックされた前記制御入
力信号に基づいて、前記入力電流を制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの
出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項２７】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの１次側信号を検出するモニタ回路と
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、
　前記２次側コントローラに接続される第１送受信器と、
　前記制御入力に接続される第２送受信器と、
　前記第１送受信器と前記第２送受信器との間を切り替える切替スイッチと
　を備え、
　前記１次側コントローラは、前記モニタ回路の検出信号に基いて、前記絶縁双方向回路
を介して、前記２次側コントローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータ
の出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項２８】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記絶縁双方向回路との間に接続されたエラーアン
プと
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　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、
　前記２次側コントローラに接続される第１送受信器と、
　前記制御入力に接続される第２送受信器と、
　前記第１送受信器と前記第２送受信器との間を切り替える切替スイッチと
　を備え、
　前記１次側コントローラは、前記エラーアンプの検出信号に基いて、前記絶縁双方向回
路を介して受信したフィードバック信号を受信すると共に、
　前記フィードバック信号に基づいて、前記絶縁双方向回路を介して、前記２次側コント
ローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力電圧値および出力可能
電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項２９】
　前記第１送受信器と前記第２送受信器は、同一構成を備えることを特徴とする請求項２
５～２８のいずれか１項に記載の電力供給装置。
【請求項３０】
　前記第１送受信器と前記第２送受信器は、互いに異なる構成を備えることを特徴とする
請求項２５～２８のいずれか１項に記載の電力供給装置。
【請求項３１】
　前記絶縁双方向回路は、
　前記２次側コントローラに接続される第１送受信器と、
　複数の前記制御入力にそれぞれ接続される複数の第２送受信器と、
　前記第１送受信器と複数の前記第２送受信器との間を切り替える切替スイッチと
　を備えることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の電力供給装置。
【請求項３２】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、
　前記２次側コントローラに接続される第１送受信器と、
　複数の前記制御入力にそれぞれ接続される複数の第２送受信器と、
　前記第１送受信器と複数の前記第２送受信器との間を切り替える切替スイッチと
　を備え、
　前記１次側コントローラは、前記絶縁双方向回路からフィードバックされた前記制御入
力信号に基づいて、前記入力電流を制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの
出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項３３】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、



(10) JP 6578128 B2 2019.9.18

10

20

30

40

50

　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの１次側信号を検出するモニタ回路と
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、
　前記２次側コントローラに接続される第１送受信器と、
　複数の前記制御入力にそれぞれ接続される複数の第２送受信器と、
　前記第１送受信器と複数の前記第２送受信器との間を切り替える切替スイッチと
　を備え、
　前記１次側コントローラは、前記モニタ回路の検出信号に基いて、前記絶縁双方向回路
を介して、前記２次側コントローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータ
の出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項３４】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記絶縁双方向回路との間に接続されたエラーアン
プと
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、
　前記２次側コントローラに接続される第１送受信器と、
　複数の前記制御入力にそれぞれ接続される複数の第２送受信器と、
　前記第１送受信器と複数の前記第２送受信器との間を切り替える切替スイッチと
　を備え、
　前記１次側コントローラは、前記エラーアンプの検出信号に基いて、前記絶縁双方向回
路を介して受信したフィードバック信号を受信すると共に、
　前記フィードバック信号に基づいて、前記絶縁双方向回路を介して、前記２次側コント
ローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力電圧値および出力可能
電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項３５】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と
　を備え、
　前記１次側コントローラに接続され、複数の前記制御入力と対に配置される複数のＶＢ
ＵＳ出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路を備え、
　前記絶縁双方向回路は、前記２次側コントローラと複数の前記制御入力を切り替える切
替スイッチを備え、
　前記１次側コントローラは、前記絶縁双方向回路からフィードバックされた前記制御入
力信号に基づいて、前記入力電流を制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの
出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項３６】
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　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの１次側信号を検出するモニタ回路と
　を備え、
　前記１次側コントローラに接続され、複数の前記制御入力と対に配置される複数のＶＢ
ＵＳ出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路を備え、
　前記絶縁双方向回路は、前記２次側コントローラと複数の前記制御入力を切り替える切
替スイッチを備え、
　前記１次側コントローラは、前記モニタ回路の検出信号に基いて、前記絶縁双方向回路
を介して、前記２次側コントローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータ
の出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項３７】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記絶縁双方向回路との間に接続されたエラーアン
プと
　を備え、
　前記１次側コントローラに接続され、複数の前記制御入力と対に配置される複数のＶＢ
ＵＳ出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路を備え、
　前記絶縁双方向回路は、前記２次側コントローラと複数の前記制御入力を切り替える切
替スイッチを備え、
　前記１次側コントローラは、前記エラーアンプの検出信号に基いて、前記絶縁双方向回
路を介して受信したフィードバック信号を受信すると共に、
　前記フィードバック信号に基づいて、前記絶縁双方向回路を介して、前記２次側コント
ローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力電圧値および出力可能
電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項３８】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と
　を備え、
　前記１次側コントローラに接続され、複数の前記制御入力と対に配置される複数のＶＢ
ＵＳ出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路を備え、
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　前記絶縁双方向回路は、複数の前記制御入力を切り替えるポートセレクタを備え、
　前記１次側コントローラは、前記絶縁双方向回路からフィードバックされた前記制御入
力信号に基づいて、前記入力電流を制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの
出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項３９】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの１次側信号を検出するモニタ回路と
　を備え、
　前記１次側コントローラに接続され、複数の前記制御入力と対に配置される複数のＶＢ
ＵＳ出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路を備え、
　前記絶縁双方向回路は、複数の前記制御入力を切り替えるポートセレクタを備え、
　前記１次側コントローラは、前記モニタ回路の検出信号に基いて、前記絶縁双方向回路
を介して、前記２次側コントローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータ
の出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項４０】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記絶縁双方向回路との間に接続されたエラーアン
プと
　を備え、
　前記１次側コントローラに接続され、複数の前記制御入力と対に配置される複数のＶＢ
ＵＳ出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路を備え、
　前記絶縁双方向回路は、複数の前記制御入力を切り替えるポートセレクタを備え、
　前記１次側コントローラは、前記エラーアンプの検出信号に基いて、前記絶縁双方向回
路を介して受信したフィードバック信号を受信すると共に、
　前記フィードバック信号に基づいて、前記絶縁双方向回路を介して、前記２次側コント
ローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力電圧値および出力可能
電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項４１】
　前記ポートセレクタは、ＣＰＵを備えることを特徴とする請求項３８～４０のいずれか
１項に記載の電力供給装置。
【請求項４２】
　前記ポートセレクタは、複数配置されることを特徴とする請求項４１に記載の電力供給
装置。
【請求項４３】
　前記絶縁双方向回路は、複数のポートセレクタを備えることを特徴とする請求項１～９
のいずれか１項に記載の電力供給装置。
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【請求項４４】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、複数のポートセレクタを備え、
　前記１次側コントローラは、前記絶縁双方向回路からフィードバックされた前記制御入
力信号に基づいて、前記入力電流を制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの
出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項４５】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの１次側信号を検出するモニタ回路と
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、複数のポートセレクタを備え、
　前記１次側コントローラは、前記モニタ回路の検出信号に基いて、前記絶縁双方向回路
を介して、前記２次側コントローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータ
の出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項４６】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記絶縁双方向回路との間に接続されたエラーアン
プと
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、複数のポートセレクタを備え、
　前記１次側コントローラは、前記エラーアンプの検出信号に基いて、前記絶縁双方向回
路を介して受信したフィードバック信号を受信すると共に、
　前記フィードバック信号に基づいて、前記絶縁双方向回路を介して、前記２次側コント
ローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力電圧値および出力可能
電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項４７】
　前記絶縁双方向回路は、周波数変換、直流レベル変換、振幅レベル変換のいずれかを実
行可能であることを特徴とする請求項１～４６のいずれか１項に記載の電力供給装置。
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【請求項４８】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、周波数変換、直流レベル変換、振幅レベル変換のいずれかを実
行可能であり、
　前記１次側コントローラは、前記絶縁双方向回路からフィードバックされた前記制御入
力信号に基づいて、前記入力電流を制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの
出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項４９】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの１次側信号を検出するモニタ回路と
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、周波数変換、直流レベル変換、振幅レベル変換のいずれかを実
行可能であり、
　前記１次側コントローラは、前記モニタ回路の検出信号に基いて、前記絶縁双方向回路
を介して、前記２次側コントローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータ
の出力電圧値および出力可能電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
【請求項５０】
　入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータと、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
　制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラ
にフィードバックする絶縁双方向回路と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出力との間に配置され、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの出力を遮断するスイッチと、
　前記絶縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラ
と、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記絶縁双方向回路との間に接続されたエラーアン
プと
　を備え、
　前記絶縁双方向回路は、周波数変換、直流レベル変換、振幅レベル変換のいずれかを実
行可能であり、
　前記１次側コントローラは、前記エラーアンプの検出信号に基いて、前記絶縁双方向回
路を介して受信したフィードバック信号を受信すると共に、
　前記フィードバック信号に基づいて、前記絶縁双方向回路を介して、前記２次側コント
ローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力電圧値および出力可能
電流量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
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【請求項５１】
　前記スイッチは、絶縁ゲート型電界効果トランジスタを備えることを特徴とする請求項
１～３のいずれか１項に記載の電力供給装置。
【請求項５２】
　前記入力と、前記１次側コントローラとの間に接続され、前記１次側コントローラに電
源を供給する電源供給回路を備えることを特徴とする請求項１～５１のいずれか１項に記
載の電力供給装置。
【請求項５３】
　ＡＣ入力と前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力との間に接続されたＡＣ／ＤＣコンバータ
　を備えることを特徴とする請求項１～５２のいずれか１項に記載の電力供給装置。
【請求項５４】
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータは、ダイオード整流型であることを特徴とする請求項１～５
３のいずれか１項に記載の電力供給装置。
【請求項５５】
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータは、
　トランスと、
　前記トランスの１次側インダクタンスと接地電位との間に直列接続された第１ＭＯＳト
ランジスタおよび電流センス用の抵抗と、
　前記トランスの２次側インダクタンスと前記出力との間に接続されたダイオードと、
　前記出力と接地電位との間に接続された第１キャパシタと
　を備えることを特徴とする請求項５４に記載の電力供給装置。
【請求項５６】
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータは、同期整流型であることを特徴とする請求項１～５３のい
ずれか１項に記載の電力供給装置。
【請求項５７】
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータは、
　トランスと、
　前記トランスの１次側インダクタンスと接地電位との間に直列接続された第１ＭＯＳト
ランジスタおよび電流センス用の抵抗と、
　前記トランスの２次側インダクタンスと前記出力との間に接続された第２ＭＯＳトラン
ジスタと、
　前記出力と接地電位との間に接続された第１キャパシタと
　を備えることを特徴とする請求項５６に記載の電力供給装置。
【請求項５８】
　前記絶縁双方向回路と前記２次側コントローラは、一体化されていることを特徴とする
請求項１～３のいずれか１項に記載の電力供給装置。
【請求項５９】
　前記絶縁双方向回路と前記１次側コントローラは、一体化されていることを特徴とする
請求項１～３のいずれか１項に記載の電力供給装置。
【請求項６０】
　前記絶縁双方向回路と前記２次側コントローラと前記１次側コントローラは、一体化さ
れていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の電力供給装置。
【請求項６１】
　前記制御入力信号は、半二重通信方式に基づく信号を備えることを特徴とする請求項１
～６０のいずれか１項に記載の電力供給装置。
【請求項６２】
　過電流保護、過電力保護、過電圧保護、過負荷保護、過温度保護のいずれかの保護機能
を備えることを特徴とする請求項１～６１のいずれか１項に記載の電力供給装置。
【請求項６３】
　出力電圧と出力電流との関係は、矩形形状、逆台形形状、逆三角形形状、台形形状、若
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しくは五角形形状のずれかの形状を採用可能であることを特徴とする請求項１～６２のい
ずれか１項に記載の電力供給装置。
【請求項６４】
　請求項１～６３のいずれか１項に記載の電力供給装置を搭載したことを特徴とするＡＣ
アダプタ。
【請求項６５】
　請求項１～６３のいずれか１項に記載の電力供給装置を搭載したことを特徴とするＡＣ
チャージャ。
【請求項６６】
　請求項１～６３のいずれか１項に記載の電力供給装置を搭載したことを特徴とする電子
機器。
【請求項６７】
　前記電子機器は、モニタ、外部ハードディスクドライブ、セットトップボックス、ラッ
プトップＰＣ、タブレットＰＣ、スマートホン、バッテリーチャージャシステム、パーソ
ナルコンピュータ、ドッキングステーション、ディスプレイ、プリンタ、掃除機、冷蔵庫
、ファクシミリ、電話機、カーナビゲーション、カーコンピュータ、テレビ、メガネ、ヘ
ッドマウントディスプレイ、扇風機、エアコン、レーザディスプレイ若しくは壁コンセン
トのいずれかであることを特徴とする請求項６６に記載の電子機器。
【請求項６８】
　請求項１～６３のいずれか１項に記載の電力供給装置を搭載したことを特徴とする電力
供給システム。
【請求項６９】
　前記電力供給システムは、
　プラグを介してコンセントに接続可能なモニタと、
　前記モニタに接続された外部ハードディスクドライブ、セットトップボックス、ラップ
トップＰＣ、タブレットＰＣ、若しくはスマートホンと
　を備えることを特徴とする請求項６８に記載の電力供給システム。
【請求項７０】
　前記電力供給システムは、
　プラグを介してコンセントに接続可能なＵＳＢＰＤアダプタ／チャージャと、
　前記ＵＳＢＰＤアダプタ／チャージャに接続されたラップトップＰＣと、
　前記ラップトップＰＣに接続された外部ハードディスクドライブ、モニタ、タブレット
ＰＣ、若しくはスマートホンと
　を備えることを特徴とする請求項６８に記載の電力供給システム。
【請求項７１】
　前記電力供給システムは、
　プラグを介してコンセントに接続可能なＵＳＢＰＤアダプタと、
　前記ＵＳＢＰＤアダプタに接続された外部ハードディスクドライブ、モニタ、セットト
ップボックス、ラップトップＰＣ、タブレットＰＣ、若しくはスマートホンと
　を備えることを特徴とする請求項６８に記載の電力供給システム。
【請求項７２】
　前記電力供給システムは、
　プラグを介してコンセントに接続される高機能ＵＳＢＰＤアダプタ／チャージャと、
　前記高機能ＵＳＢＰＤアダプタ／チャージャに接続された外部ハードディスクドライブ
、モニタ、セットトップボックス、ラップトップＰＣ、タブレットＰＣ、若しくはスマー
トホンと
　を備えることを特徴とする請求項６８に記載の電力供給システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本実施の形態は、電力供給装置、ＡＣアダプタ、ＡＣチャージャ、電子機器および電力
供給システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電力供給を伴う通信規格に対応した端末装置と電力線搬送通信ネットワークとの
間で相互通信可能な直流コンセントが提供されている。
【０００３】
　データ線を用いた電力供給技術には、パワーオーバーイーサネット（ＰｏＥ：Power Ov
er Ethernet）技術やユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ：Universal Serial Bus）技術
がある。
【０００４】
　ＵＳＢ技術には、供給電力レベルに応じて、最大２．５ＷのＵＳＢ２．０、最大４．５
ＷのＵＳＢ３．１、最大７．５Ｗのバッテリー充電規格ＢＣ１．２がある。
【０００５】
　また、ＵＳＢパワーデリバリー仕様は、従来のケーブルやコネクタとも互換性を備え、
ＵＳＢ２．０やＵＳＢ３．１、ＵＳＢバッテリー充電規格ＢＣ１．２とも共存する独立し
た規格である。この規格では、電圧５Ｖ～１２Ｖ～２０Ｖ、電流１．５Ａ～２Ａ～３Ａ～
５Ａの範囲内で、充電電流・電圧を選択可能であり、１０Ｗ・１８Ｗ・３６Ｗ・６５Ｗ・
最大１００ＷまでＵＳＢ充電・給電可能である。
【０００６】
　このような電力供給を実施する電源として、ＤＣ／ＤＣコンバータがある。ＤＣ／ＤＣ
コンバータには、ダイオード整流方式と同期整流方式がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－８２８０２号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】ボブ・ダンスタン（Bob Dunstan）編, “USB Power Delivery Specific
ation Revision 1.0”, ２０１２年７月５日リリース, http://www.usb.org/developers/
docs/
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本実施の形態は、実装スペースが削減され、小型化・低コスト化かつ出力電圧値および
出力可能電流量（ＭＡＸ値）を制御可能な電力給装置、ＡＣアダプタ、ＡＣチャージャ、
電子機器および電力供給システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本実施の形態の一態様によれば、入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコ
ンバータと、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、制
御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラにフ
ィードバックする絶縁双方向回路と、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ出
力との間に配置され、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力を遮断するスイッチと、前記絶縁
双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラと、前記２
次側コントローラと前記ＶＢＵＳ出力とを結合する出力キャパシタとを備え、前記絶縁双
方向回路は、さらに、前記ＶＢＵＳ出力のＡＣ信号成分の信号変換を実施可能であり、前
記絶縁双方向回路は、複数の制御入力に結合され、複数の制御入力の制御入力信号の信号
変換・切替を実施可能であり、前記１次側コントローラは、前記絶縁双方向回路からフィ
ードバックされた前記制御入力信号に基づいて、前記入力電流を制御することによって、
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前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力電圧値および出力可能電流量を可変にした電力供給装置
が提供される。
【００１１】
　本実施の形態の他の態様によれば、入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣ
コンバータと、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラに
フィードバックする絶縁双方向回路と、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ
出力との間に配置され、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力を遮断するスイッチと、前記絶
縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラと、前記
ＤＣ／ＤＣコンバータの１次側信号を検出するモニタ回路と、前記２次側コントローラと
前記ＶＢＵＳ出力とを結合する出力キャパシタとを備え、前記絶縁双方向回路は、さらに
、前記ＶＢＵＳ出力のＡＣ信号成分の信号変換を実施可能であり、前記絶縁双方向回路は
、複数の制御入力に結合され、複数の制御入力の制御入力信号の信号変換・切替を実施可
能であり、前記１次側コントローラは、前記モニタ回路の検出信号に基いて、前記絶縁双
方向回路を介して、前記２次側コントローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコ
ンバータの出力電圧値および出力可能電流量を可変にした電力供給装置が提供される。
【００１２】
　本実施の形態の他の態様によれば、入力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣ
コンバータと、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの入力電流を制御する１次側コントローラと、
制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記１次側コントローラに
フィードバックする絶縁双方向回路と、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記ＶＢＵＳ
出力との間に配置され、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力を遮断するスイッチと、前記絶
縁双方向回路に接続され、前記スイッチをオンオフ制御する２次側コントローラと、前記
ＤＣ／ＤＣコンバータの出力と前記絶縁双方向回路との間に接続されたエラーアンプと、
前記２次側コントローラと前記ＶＢＵＳ出力とを結合する出力キャパシタとを備え、前記
絶縁双方向回路は、さらに、前記ＶＢＵＳ出力のＡＣ信号成分の信号変換を実施可能であ
り、前記絶縁双方向回路は、複数の制御入力に結合され、複数の制御入力の制御入力信号
の信号変換・切替を実施可能であり、前記１次側コントローラは、前記エラーアンプの検
出信号に基いて、前記絶縁双方向回路を介して受信したフィードバック信号を受信すると
共に、前記フィードバック信号に基づいて、前記絶縁双方向回路を介して、前記２次側コ
ントローラを制御することによって、前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力電圧値および出力
可能電流量を可変にした電力供給装置が提供される。
【００１３】
　本実施の形態の他の態様によれば、上記の電力供給装置を搭載したＡＣアダプタが提供
される。
【００１４】
　本実施の形態の他の態様によれば、上記の電力供給装置を搭載したＡＣチャージャが提
供される。
【００１５】
　本実施の形態の他の態様によれば、上記の電力供給装置を搭載した電子機器が提供され
る。
【００１６】
　本実施の形態の他の態様によれば、上記の電力供給装置を搭載した電力供給システムが
提供される。
【発明の効果】
【００１７】
　本実施の形態によれば、実装スペースが削減され、小型化・低コスト化かつ出力電圧値
および出力可能電流量（ＭＡＸ値）を制御可能な電力供給装置、ＡＣアダプタ、ＡＣチャ
ージャ、電子機器および電力供給システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１８】
【図１】基本技術に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。
【図２】（ａ）第１の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図、（ｂ
）第１の実施の形態の拡張例に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。
【図３】第１の実施の形態の変形例１に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。
【図４】第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路の模式的ブロ
ック構成図。
【図５】第１の実施の形態に係る電力供給装置を用いて得られる出力電圧と出力電流との
関係を示す模式図であって、（ａ）ＣＶＣＣを表す矩形形状の例、（ｂ）逆台形の「フ」
の字形状の例、（ｃ）逆三角形の「フ」の字形状の例、（ｄ）台形形状の例、（ｅ）五角
形形状の例。
【図６】第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用される２次側コントローラの模式的
回路ブロック構成図。
【図７】第１の実施の形態の変形例２に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。
【図８】第１の実施の形態の変形例３に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。
【図９】第１の実施の形態の変形例４に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。
【図１０】第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路の模式的ブ
ロック構成図。
【図１１】第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路の模式的ブ
ロック構成図(構成例１)。
【図１２】第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路の模式的ブ
ロック構成図(構成例２)。
【図１３】第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路の模式的ブ
ロック構成図(構成例３)。
【図１４】第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路の模式的ブ
ロック構成図(構成例４)。
【図１５】第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路の模式的ブ
ロック構成図(構成例５)。
【図１６】第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路の模式的ブ
ロック構成図(構成例６)。
【図１７】第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路の模式的ブ
ロック構成図(構成例７)。
【図１８】第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路とパワー出
力回路の模式的ブロック構成図。
【図１９】第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路の模式的ブ
ロック構成図(構成例８)。
【図２０】第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路とパワー出
力回路の模式的ブロック構成図(構成例９)。
【図２１】（ａ）図２０に示されたポートセレクタの構成例、（ｂ）図２０に示されたポ
ートセレクタの別の構成例。
【図２２】第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路の模式的ブ
ロック構成図(構成例１０)。
【図２３】第１の実施の形態の変形例５に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図
。
【図２４】第１の実施の形態の変形例６に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図
。
【図２５】第１の実施の形態の変形例７に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図
。
【図２６】第２の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。
【図２７】第３の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。
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【図２８】第４の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。
【図２９】第５の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。
【図３０】第６の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。
【図３１】第７の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。
【図３２】（ａ）第８の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図、（
ｂ）第８の実施の形態の変形例に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。
【図３３】実施の形態に係る電力供給装置に適用されるＭＯＳスイッチの模式的回路ブロ
ック構成図。
【図３４】第１の実施の形態に係る電力供給装置間をリセプタクルを介して接続した模式
的構成図。
【図３５】第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なリセプタクル内部の模式的
構成図。
【図３６】第１の実施の形態に係る電力供給装置間をリセプタクルおよびプラグを介して
接続した模式的構成図。
【図３７】（ａ）第１の実施の形態に係る電力供給装置間をリセプタクル・プラグケーブ
ルを介して接続した模式的構成図、（ｂ）２つのリセプタクル間の接続関係を示す図。
【図３８】（ａ）第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路とパ
ワー入力回路の接続関係を説明する模式的ブロック構成図、（ｂ）図２６（ａ）に対応す
る模式的回路構成図。
【図３９】（ａ）図２６（ｂ）に示されたパワー出力回路の具体的な回路構成例、（ｂ）
図２７（ａ）に適用可能な双方向スイッチの構成図。
【図４０】第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路の模式的回
路構成図（構成例１）。
【図４１】第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路の模式的回
路構成図（構成例２）。
【図４２】第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路の模式的回
路構成図（構成例３）。
【図４３】第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路の模式的回
路構成図（構成例４）。
【図４４】コンセントに接続可能なプラグとＡＣアダプタ／ＡＣチャージャをケーブルを
用いて接続する結線例であって、（ａ）ＡＣアダプタ／ＡＣチャージャ内のＰＤと外部の
プラグを接続する例、（ｂ）ＡＣアダプタ／ＡＣチャージャにリセプタクルを備える例、
（ｃ）ＡＣアダプタ／ＡＣチャージャに内蔵されたプラグと外部のプラグを接続する例。
【図４５】コンセントに接続可能なプラグとＡＣアダプタ／ＡＣチャージャをＵＳＢＰＤ
ケーブルを用いて接続する結線例であって、（ａ）ＡＣアダプタ／ＡＣチャージャ内のＰ
Ｄと外部のプラグを接続する例、（ｂ）ＡＣアダプタ／ＡＣチャージャにリセプタクルを
備える例、（ｃ）ＡＣアダプタ／ＡＣチャージャに内蔵されたプラグと外部のプラグを接
続する例。
【図４６】コンセントに接続可能なプラグをＡＣアダプタ／ＡＣチャージャに内蔵する例
であって、（ａ）ＡＣアダプタ／ＡＣチャージャ内のＰＤと外部のプラグを接続する例、
（ｂ）ＡＣアダプタ／ＡＣチャージャにリセプタクルを備える例、（ｃ）ＡＣアダプタ／
ＡＣチャージャに内蔵されたプラグと外部のプラグを接続する例。
【図４７】コンセントに接続可能なプラグをＡＣアダプタ／ＡＣチャージャに内蔵する例
であって、（ａ）ＡＣアダプタ／ＡＣチャージャ内の複数のＰＤと外部の複数のプラグを
接続する例、（ｂ）ＡＣアダプタ／ＡＣチャージャに複数のリセプタクルを備える例、（
ｃ）ＡＣアダプタ／ＡＣチャージャ内に内蔵された複数のプラグと外部の複数のプラグを
接続する例。
【図４８】（ａ）コンセントに接続可能なプラグと電子機器をケーブルを用いて接続する
結線例であって、電子機器内部にリセプタクルを内蔵する内部回路を複数備える例、（ｂ
）コンセントに接続可能なプラグを電子機器に内蔵し、電子機器内部にリセプタクルを内
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蔵する内部回路を複数備える例。
【図４９】（ａ）コンセントに接続可能なプラグを電子機器に内蔵し、電子機器内部にリ
セプタクルを内蔵する内部回路を複数備える例において、１つの内部回路内に外部に接続
されるリセプタクルを有する例、（ｂ）コンセントに接続可能なプラグを電子機器に内蔵
し、電子機器内部にリセプタクルを内蔵する内部回路を複数備える例において、１つの内
部回路内に外部に接続される複数のリセプタクルを有する例。
【図５０】（ａ）接続対象をスマートホンとする場合の実施の形態に係る電力供給装置の
保護機能の説明図、（ｂ）接続対象をラップトップＰＣとする場合の実施の形態に係る電
力供給装置の保護機能の説明図。
【図５１】リセプタクルを搭載したＡＣアダプタ・ＡＣチャージャ・電子機器・ドッキン
グステーションに適用可能な実施の形態に係る電力供給装置の模式的鳥瞰構造例。
【図５２】リセプタクルを搭載したＡＣアダプタ・ＡＣチャージャ・電子機器・ドッキン
グステーションに適用可能な実施の形態に係る電力供給装置の模式的鳥瞰構造例。
【図５３】複数のリセプタクルを搭載したＡＣアダプタ・ＡＣチャージャ・電子機器・ド
ッキングステーションに適用可能な実施の形態に係る電力供給装置の模式的鳥瞰構造例。
【図５４】プラグを搭載したＡＣアダプタ・ＡＣチャージャ・電子機器・ドッキングステ
ーションに適用可能な実施の形態に係る電力供給装置の模式的鳥瞰構造例。
【図５５】実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、２つ
のＰＣ間のデータ通信および電力供給を説明する模式的ブロック構成図。
【図５６】実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、２つ
のユニット間のデータ通信および電力供給を説明する模式的ブロック構成図。
【図５７】実施の形態に係る電力供給装置を内蔵したＡＣアダプタ／ＡＣチャージャ・ス
マートホンからなる電力供給システムの模式的ブロック構成図。
【図５８】実施の形態に係る電力供給装置を内蔵した２つのユニットからなる電力供給シ
ステムの模式的ブロック構成図。
【図５９】実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、別の
２つのユニットからなる模式的ブロック構成図。
【図６０】実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムの第１の模式的
ブロック構成図。
【図６１】実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムの第２の模式的
ブロック構成図。
【図６２】実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムの第３の模式的
ブロック構成図。
【図６３】実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムの第４の模式的
ブロック構成図。
【図６４】実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、ＣＰ
Ｕインタフェース内にコントローラが内蔵される構成の模式的ブロック構成図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　次に、図面を参照して、本実施の形態を説明する。以下の図面の記載において、同一又
は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なものであり
、厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のものとは異なることに留意すべ
きである。したがって、具体的な厚みや寸法は以下の説明を参酌して判断すべきものであ
る。又、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていること
はもちろんである。
【００２０】
　又、以下に示す実施の形態は、技術的思想を具体化するための装置や方法を例示するも
のであって、構成部品の材質、形状、構造、配置等を下記のものに特定するものでない。
この実施の形態は、特許請求の範囲において、種々の変更を加えることができる。
【００２１】
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　[基本技術]
　基本技術に係る電力供給装置４Ａは、図１に示すように、入力・出力間に配置され、ト
ランス１５・ダイオードＤ１・キャパシタＣ１およびトランス１５の１次側インダクタン
スＬ１に接地電位との間に直列接続されるＭＯＳトランジスタＱ１および抵抗ＲＳから構
成されるＤＣ／ＤＣコンバータ１３と、ＭＯＳトランジスタＱ１を制御する１次側コント
ローラ３０と、入力と１次側コントローラ３０間に接続され、１次側コントローラ３０に
電源を供給する電源供給回路１０と、出力に接続され、出力電圧Ｖoと出力電流Ｉoを制御
可能な２次側コントローラ１６と、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の出力と２次側コントロー
ラ１６に接続された誤差補償用のエラーアンプ２１と、エラーアンプ２１に接続され、出
力情報を１次側コントローラ３０にフィードバックする絶縁回路２０とを備える。
【００２２】
　また、２次側コントローラ１６は、ＡＣ結合キャパシタを介して出力（ＶＢＵＳ）に接
続されていても良い。
【００２３】
　また、基本技術に係る電力供給装置４Ａは、図１に示すように、ＤＣ／ＤＣコンバータ
１３の出力と電力線出力（ＶＢＵＳ）を遮断するスイッチＳＷと、スイッチＳＷと電力線
出力（ＶＢＵＳ）との間に配置されたフィルタ回路（ＬＦ・ＣＦ）を備える。このスイッ
チＳＷは、２次側コントローラ１６によって、オン／オフ制御可能である。
【００２４】
　基本技術に係る電力供給装置４Ａにおいては、電力線出力（ＶＢＵＳ）に外部からＡＣ
信号が重畳されて入力される。
【００２５】
　基本技術に係る電力供給装置４Ａにおいては、電力線出力（ＶＢＵＳ）から制御入力信
号が２次側コントローラ１６に入力され、出力側の電力情報は、エラーアンプ２１および
絶縁回路２０を介して、１次側コントローラ３０にフィードバックされる。１次側コント
ローラ３０は、ＭＯＳトランジスタＱ１のＯＮ／ＯＦＦを制御し、出力電圧を安定化させ
る。
【００２６】
　また、基本技術に係る電力供給装置４Ａにおいては、電流センス用の抵抗ＲＳにより、
１次側インダクタンスＬ１に導通する電流量を検出し、１次側コントローラ３０において
、１次側過電流などの電流量を制御している。結果として、基本技術に係る電力供給装置
４Ａにおいては、出力電圧値および出力電流値ＭＡＸ可変機能を有する。
【００２７】
　基本技術に係る電力供給装置４Ａにおいては、２次側コントローラ１６から１次側コン
トローラ３０へのフィードバック制御によって、降圧型ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の出力
電圧値および出力可能電流量（ＭＡＸ値）可変機能を有する。このため、出力に接続され
る負荷（例えば、スマートホン、ラップトップＰＣ、タブレットＰＣなど）に応じて、出
力電圧Ｖoと出力電流Ｉoとの関係に可変機能を有する。
【００２８】
　出力側のフィルタコイルで形成されるインダクタンスＬＦは分離用のインダクタンスで
ある。すなわち、インダクタンスＬＦとキャパシタＣＦにより構成されるフィルタ回路に
よって、出力から制御入力信号がＤＣ／ＤＣコンバータ１３に入力されるのを分離してい
る。
【００２９】
　[第１の実施の形態]
　第１の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成は、図２（ａ）に示す
ように表される。
【００３０】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置４は、図２に示すように、入力とＶＢＵＳ出力と
の間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータ１３と、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の入力電流を



(23) JP 6578128 B2 2019.9.18

10

20

30

40

50

制御する１次側コントローラ３０と、制御入力に結合され、制御入力の制御入力信号を受
信し、１次側コントローラ３０にフィードバックする絶縁双方向回路３４とを備える。こ
こで、１次側コントローラ３０は、絶縁双方向回路３４からフィードバックされた制御入
力信号に基づいて、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の入力電流を制御することによって、ＤＣ
／ＤＣコンバータ１３の出力電圧値および出力可能電流量（ＭＡＸ値）を可変にする。
【００３１】
　また、第１の実施の形態に係る電力供給装置４は、図２に示すように、ＤＣ／ＤＣコン
バータ１３の出力とＶＢＵＳ出力との間に配置され、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の出力を
遮断するスイッチＳＷと、絶縁双方向回路３４に接続され、スイッチＳＷをオンオフ制御
する２次側コントローラ１６とを備えていても良い。
【００３２】
　また、第１の実施の形態に係る電力供給装置４は、図２に示すように、絶縁双方向回路
３４と制御入力とを結合するＡＣ結合キャパシタＣCを備えていても良い。或いは、絶縁
双方向回路３４と制御入力は、結合キャパシタＣCを介さずに直結されていても良い。
【００３３】
　また、第１の実施の形態に係る電力供給装置４は、図２に示すように、制御端子ＣＴを
備え、制御入力は、制御端子ＣＴに結合されていても良い。また、制御端子ＣＴを介して
、外部機器には、第１の実施の形態に係る電力供給装置４の制御出力信号が出力可能であ
る。
【００３４】
　また、第１の実施の形態に係る電力供給装置４において、絶縁双方向回路３４は、周波
数変換、直流レベル変換、振幅レベル変換のいずれかを実行可能である。
【００３５】
　また、第１の実施の形態に係る電力供給装置４において、スイッチＳＷにより、ＤＣ／
ＤＣコンバータ１３の出力と電力線出力（ＶＢＵＳ）を遮断することができる。スイッチ
ＳＷは、２次側コントローラ１６によって、オン／オフ制御可能である。スイッチＳＷは
、絶縁ゲート型電界効果トランジスタ(ＭＯＳＦＥＴ:Metal Oxide Semiconductor Field 
Effect Transistor)を備えていても良い。
【００３６】
　また、第１の実施の形態に係る電力供給装置４は、図２に示すように、ＤＣ／ＤＣコン
バータ１３の入力と、１次側コントローラ３０との間に接続され、１次側コントローラ３
０に電源を供給する電源供給回路１０を備えていても良い。
【００３７】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置４においては、絶縁双方向回路３４から１次側コ
ントローラ３０へのフィードバック制御によって、降圧型ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の出
力電圧値および出力可能電流量（ＭＡＸ値）可変機能を有する。このため、出力に接続さ
れる負荷（例えば、スマートホン、ラップトップＰＣ、タブレットＰＣなど）に応じて、
出力電圧Ｖoと出力電流Ｉoとの関係に可変機能を有する。
【００３８】
　（拡張例）
　第１の実施の形態の拡張例に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成は、図２（ｂ
）に示すように表される。
【００３９】
　第１の実施の形態の拡張例１に係る電力供給装置は、第１の実施の形態とは異なるフィ
ードバック制御により動作する。すなわち、第１の実施の形態の拡張例１に係る電力供給
装置は、図２（ｂ）に示すように、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の１次側信号を検出するモ
ニタ回路２２を備え、１次側コントローラ３０は、モニタ回路２２の検出信号に基いて、
絶縁双方向回路３４を介して、２次側コントローラ１６を制御することによって、ＤＣ／
ＤＣコンバータ１３の出力電圧値および出力可能電流量を可変にしている。
【００４０】
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　モニタ回路２２は、例えば、図１に示されるＭＯＳトランジスタＱ１のゲート・ドレイ
ン間電圧を検出する回路等で構成可能である。
【００４１】
　第１の実施の形態の拡張例２に係る電力供給装置は、第１の実施の形態およびその拡張
例１とは異なるフィードバック機構により動作する。すなわち、第１の実施の形態の拡張
例２に係る電力供給装置は、図２（ｂ）に示すように、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の出力
と絶縁双方向回路３４との間に接続されたエラーアンプ２１を備え、１次側コントローラ
３０は、エラーアンプ２１の検出信号に基いて、絶縁双方向回路３４を介して受信したフ
ィードバック信号を受信すると共に、このフィードバック信号に基づいて、絶縁双方向回
路３４を介して、２次側コントローラ１６を制御することによって、ＤＣ／ＤＣコンバー
タ１３の出力電圧値および出力可能電流量を可変にしている。
【００４２】
　第１の実施の形態の拡張例１・２の構成およびフィードバック制御は、以下の第１の実
施の形態の変形例１～７においても同様に拡張可能であり、同様のフィードバック制御を
適用可能である。また、第１の実施の形態の拡張例１・２の構成は、第２～第８の実施の
形態においても同様に適用可能であり、またそのフィードバック制御も同様に適用可能で
ある。以下において、重複説明は省略する。
【００４３】
　（変形例１）
　第１の実施の形態の変形例１に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成は、図３に
示すように表される。
【００４４】
　第１の実施の形態の変形例１に係る電力供給装置４は、図３に示すように、入力とＶＢ
ＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータ１３と、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の
入力電流を制御する１次側コントローラ３０と、制御入力に結合され、制御入力の制御入
力信号を受信し、１次側コントローラ３０にフィードバックする絶縁双方向回路３４と、
ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の出力とＶＢＵＳ出力との間に配置され、ＤＣ／ＤＣコンバー
タ１３の出力を遮断するスイッチＳＷと、絶縁双方向回路３４に接続され、スイッチＳＷ
をオンオフ制御する２次側コントローラ１６と、２次側コントローラ１６とＶＢＵＳ出力
の間に配置された出力キャパシタＣOを備える。ここで、１次側コントローラ３０は、絶
縁双方向回路３４からフィードバックされた制御入力信号に基づいて、ＤＣ／ＤＣコンバ
ータ１３の入力電流を制御することによって、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の出力電圧値お
よび出力可能電流量（ＭＡＸ値）を可変にする。
【００４５】
　絶縁双方向回路３４は、さらに、ＶＢＵＳ出力のＡＣ信号成分の信号変換・切替を実施
可能である。ＶＢＵＳ出力のＡＣ信号成分は、ＶＢＵＳ出力と２次側コントローラ１６と
の間に接続された出力キャパシタＣOを介して、２次側コントローラ１６に結合され、絶
縁双方向回路３４に伝送可能である。
【００４６】
　また、第１の実施の形態の変形例１に係る電力供給装置４は、図３に示すように、制御
端子ＣＴを備え、制御入力は、制御端子ＣＴに結合されていても良い。また、制御端子Ｃ
Ｔを介して、外部機器には、第１の実施の形態の変形例１に係る電力供給装置４の制御出
力信号が出力可能である。
【００４７】
　また、第１の実施の形態に係る電力供給装置４において、出力キャパシタＣOを介して
も、外部機器には、第１の実施の形態の変形例１に係る電力供給装置４の制御出力信号が
出力可能である。
【００４８】
　出力側のフィルタコイルで形成されるインダクタンスＬＦは分離用のインダクタンスで
ある。すなわち、インダクタンスＬＦとキャパシタＣＦにより構成されるフィルタ回路に
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よって、ＶＢＵＳ出力から制御入力信号がＤＣ／ＤＣコンバータ１３に入力されるのを分
離している。その他の構成は、第１の実施の形態と同様である。
【００４９】
　（絶縁双方向回路）
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路３４の模式的ブロッ
ク構成は、図４に示すように表される。
【００５０】
　絶縁双方向回路３４は、図４に示すように、複数の絶縁単方向回路３５・３７を備えて
いても良い。
【００５１】
　また、絶縁双方向回路３４は、図４に示すように、ＤＣ結合およびＡＣ結合可能な第１
絶縁単方向回路３５と、ＡＣ結合可能な第２絶縁単方向回路３７とを備えていても良い。
【００５２】
　絶縁単方向回路３５・３７には、キャパシタ、フォトカプラ、トランスなどを適用可能
である。また、用途に応じて、絶縁ドライバ付き双方向トランス、双方向素子などを適用
しても良い。
【００５３】
　ここで、絶縁単方向回路３５は、ＤＣ情報および２次側から１次側への入力ＡＣ情報の
伝送が可能であり、絶縁単方向回路３７は１次側から２次側への出力ＡＣ情報の伝送が可
能である。複数の絶縁単方向回路３５・３７を組み合わせることによって、結果として、
絶縁双方向回路３４を構成可能である。
【００５４】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置４においては、絶縁双方向回路３４から１次側コ
ントローラ３０へのフィードバック制御によって、降圧型ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の出
力電圧値および出力可能電流量（ＭＡＸ値）可変機能を有する。このため、出力に接続さ
れる負荷（例えば、スマートホン、ラップトップＰＣ、タブレットＰＣなど）に応じて、
出力電圧Ｖoと出力電流Ｉoとの関係に可変機能を有する。
【００５５】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置４を用いて得られる出力電圧Ｖoと出力電流Ｉoと
の関係は、図５（ａ）に示すような矩形形状、図５（ｂ）に示すような逆台形の「フ」の
字形状、図５（ｃ）に示すような逆三角形の「フ」の字形状、図５（ｄ）に示すような台
形形状、図５（ｅ）に示すような五角形形状など、さまざまな形状を採用可能である。例
えば、図５（ａ）に示す矩形形状は、ＣＶＣＣ（Constant Voltage Constant Current）
の例である。
【００５６】
　なお、第１の実施の形態の変形例１に係る電力供給装置４において、電力線出力（ＶＢ
ＵＳ）に外部から重畳されて入力されるＡＣ信号を抽出するための出力キャパシタＣOが
２次側コントローラ１６・電力線出力（ＶＢＵＳ）間に接続される例が示されているが、
この場合には、分離用のインダクタンスＬＦは必要となる。すなわち、電力線出力（ＶＢ
ＵＳ）から制御入力信号がＤＣ／ＤＣコンバータ１３に入力されるのを分離することが必
要であるため、インダクタンスＬＦとキャパシタＣＦにより構成されるフィルタ回路が必
要である。一方、第１の実施の形態に係る電力供給装置４においては、出力キャパシタＣ

Oを適用しないため、分離用のインダクタンスＬＦは不要となる。この場合、分離用のイ
ンダクタンスＬＦを削減可能であるため、実装面積を削減可能であり、小型化・軽量化を
図ることができる。
【００５７】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置において、２次側コントローラ１６は、図６に示
すように、出力電圧Ｖoと出力電流Ｉoを制御する電圧電流制御回路１７を備えていても良
い。
【００５８】
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　（変形例２）
　第１の実施の形態の変形例２に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成は、図７に
示すように表される。
【００５９】
　第１の実施の形態の変形例２に係る電力供給装置４において、絶縁双方向回路３４は、
複数の制御入力に結合され、複数の制御入力の制御入力信号の信号変換・切替を実施可能
である。
【００６０】
　第１の実施の形態の変形例２に係る電力供給装置４は、図７に示すように、入力とＶＢ
ＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータ１３と、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の
入力電流を制御する１次側コントローラ３０と、複数の制御入力に結合され、複数の制御
入力の制御入力信号の信号変換を実施すると共に、信号変換された制御入力信号を１次側
コントローラ３０にフィードバックする絶縁双方向回路３４とを備える。ここで、１次側
コントローラ３０は、絶縁双方向回路３４からフィードバックされた制御入力信号に基づ
いて、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の入力電流を制御することによって、ＤＣ／ＤＣコンバ
ータ１３の出力電圧値および出力可能電流量（ＭＡＸ値）を可変にする。
【００６１】
　また、第１の実施の形態の変形例２に係る電力供給装置４は、図７に示すように、ＤＣ
／ＤＣコンバータ１３は、複数の制御入力と対に配置される複数のＶＢＵＳ出力に対して
出力電圧を供給可能である。
【００６２】
　また、第１の実施の形態の変形例３に係る電力供給装置４は、図７に示すように、複数
のＶＢＵＳパワー出力端子ＰＴ１・ＰＴ２・…・ＰＴｎを備え、ＤＣ／ＤＣコンバータ１
３は、複数のＶＢＵＳパワー出力端子ＰＴ１・ＰＴ２・…・ＰＴｎを介して出力電圧を供
給可能である。
【００６３】
　また、１次側コントローラ３０は、符号変換を実施可能な通信回路１９を備えていても
良い。すなわち、絶縁双方向回路３４において実施される複数の制御入力の制御入力信号
の信号変換を１次側コントローラ３０内の通信回路１９において実施しても良い。この場
合には、絶縁双方向回路３４は、例えば、図４に示された絶縁単方向回路を制御入力の数
分だけ配置する構成を備えていても良い。
【００６４】
　また、第１の実施の形態の変形例２に係る電力供給装置４は、図７に示すように、２次
側コントローラ１６とＶＢＵＳ出力とを結合する出力キャパシタＣOを備えていても良い
。
【００６５】
　絶縁双方向回路３４は、さらに、ＶＢＵＳ出力のＡＣ信号成分の信号変換・切替を実施
可能である。ＶＢＵＳ出力のＡＣ信号成分は、ＶＢＵＳ出力と２次側コントローラ１６と
の間に接続された出力キャパシタＣOを介して、２次側コントローラ１６・絶縁双方向回
路３４に結合される。
【００６６】
　また、第１の実施の形態の変形例２に係る電力供給装置４は、図７に示すように、複数
の制御端子ＣＴ１・ＣＴ２・…・ＣＴｎを備え、複数の制御入力は、複数の制御端子ＣＴ
１・ＣＴ２・…・ＣＴｎに結合されていても良い。また、複数の制御端子ＣＴ１・ＣＴ２
・…・ＣＴｎを介して、外部機器には、第１の実施の形態の変形例２に係る電力供給装置
４の制御出力信号が出力可能である。複数の制御端子ＣＴ１・ＣＴ２・…・ＣＴｎと絶縁
双方向回路３４とを結合する結合キャパシタＣCを備えていても良い。或いは、絶縁双方
向回路３４と複数の制御入力は、結合キャパシタＣCを介さずに直結されていても良い。
【００６７】
　また、第１の実施の形態の変形例２に係る電力供給装置４において、出力キャパシタＣ
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Oを介しても、外部機器には、第１の実施の形態の変形例２に係る電力供給装置４の制御
出力信号が出力可能である。
【００６８】
　また、第１の実施の形態の変形例２に係る電力供給装置４は、図３に示すように、ＤＣ
／ＤＣコンバータ１３の出力とＶＢＵＳ出力を遮断するスイッチＳＷと、スイッチＳＷと
ＶＢＵＳ出力との間に配置されたフィルタ回路（ＬＦ・ＣＦ）を備えていても良い。
【００６９】
　また、第１の実施の形態の変形例２に係る電力供給装置４において、２次側コントロー
ラ１６とＶＢＵＳ出力とを結合する出力キャパシタＣOを適用しない場合には、インダク
タンスＬＦは、省略しても良い。その他の構成は、第１の実施の形態の変形例１と同様で
ある。
【００７０】
　（変形例３）
　第１の実施の形態の変形例３に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成は、図８に
示すように表される。
【００７１】
　第１の実施の形態の変形例３に係る電力供給装置４は、図８に示すように、１次側コン
トローラ３０に接続され、複数の制御入力と対に配置される複数のＶＢＵＳ出力に対して
出力電圧を供給する複数のＤＣ／ＤＣコンバータ１３1・１３2・１３3と、複数のＤＣ／
ＤＣコンバータ１３1・１３2・１３3の出力とＶＢＵＳ出力との間に配置されたスイッチ
ＳＷ１・ＳＷ２・ＳＷ３と、絶縁双方向回路３４に接続され、スイッチＳＷ１・ＳＷ２・
ＳＷ３のオンオフ制御を実施する２次側コントローラ１６1・１６2・１６3とを備える。
【００７２】
　また、第１の実施の形態の変形例３に係る電力供給装置４は、図８に示すように、複数
のＶＢＵＳパワー出力端子ＰＴ１・ＰＴ２・…・ＰＴｎを備え、複数のＤＣ／ＤＣコンバ
ータ１３1・１３2・１３3は、複数のＶＢＵＳパワー出力端子ＰＴ１・ＰＴ２・…・ＰＴ
ｎを介して出力電圧を供給可能である。
【００７３】
　また、第１の実施の形態の変形例３に係る電力供給装置４は、複数の制御入力に結合さ
れるＡＣ結合キャパシタ（図示省略）を備え、絶縁双方向回路３４はＡＣ結合キャパシタ
を介して複数の制御入力に結合されていても良い。
【００７４】
　また、複数の制御入力は、絶縁双方向回路３４に直接接続されていても良い。すなわち
、絶縁双方向回路３４には複数の制御入力の制御入力信号をＡＣ結合キャパシタを介さず
、図８に示すように、直接入力しても良い。
【００７５】
　また、１次側コントローラ３０は、符号変換を実施可能な通信回路１９を備えていても
良い。すなわち、絶縁双方向回路３４において実施される複数の制御入力の制御入力信号
の信号変換を１次側コントローラ３０内の通信回路１９において実施しても良い。この場
合には、絶縁双方向回路３４は、例えば、図４に示された絶縁単方向回路を制御入力の数
分だけ配置して構成しても良い。
【００７６】
　また、第１の実施の形態の変形例３に係る電力供給装置４は、図８に示すように、２次
側コントローラ１６1・１６2・１６3とＶＢＵＳ出力とを結合する出力キャパシタＣOを備
えていても良い。
【００７７】
　絶縁双方向回路３４は、さらに、ＶＢＵＳ出力のＡＣ信号成分の信号変換・切替を実施
可能である。ＶＢＵＳ出力のＡＣ信号成分は、ＶＢＵＳ出力と２次側コントローラ１６1

・１６2・１６3との間に接続された出力キャパシタＣOを介して、２次側コントローラ１
６1・１６2・１６3・絶縁双方向回路３４に結合される。その他の構成は、第１の実施の
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形態の変形例２と同様である。
【００７８】
　（変形例４）
　第１の実施の形態の変形例４に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成は、図９に
示すように表される。
【００７９】
　第１の実施の形態の変形例３に係る電力供給装置４は、図９に示すように、入力とＶＢ
ＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータ１３と、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の
入力電流を制御する１次側コントローラ３０と、複数の制御入力に結合され、複数の制御
入力の制御入力信号の信号変換を実施すると共に、信号変換された制御入力信号を１次側
コントローラ３０にフィードバックする絶縁双方向回路３４とを備える。ここで、１次側
コントローラ３０は、絶縁双方向回路３４からフィードバックされた制御入力信号に基づ
いて、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の入力電流を制御することによって、ＤＣ／ＤＣコンバ
ータ１３の出力電圧値および出力可能電流量（ＭＡＸ値）を可変にする。
【００８０】
　第１の実施の形態の変形例４に係る電力供給装置４は、図９に示すように、１次側コン
トローラ３０に接続され、複数の制御入力と対に配置される複数のＶＢＵＳ出力に対して
出力電圧を供給するパワー出力回路１３０を備える。ここで、パワー出力回路１３０は、
複数のＤＣ／ＤＣコンバータを備えていても良い。
【００８１】
　また、第１の実施の形態の変形例４に係る電力供給装置４は、図９に示すように、複数
のＶＢＵＳパワー出力端子ＰＴ１・ＰＴ２・…・ＰＴｎを備え、パワー出力回路１３０は
、複数のＶＢＵＳパワー出力端子ＰＴ１・ＰＴ２・…・ＰＴｎを介して出力電圧を供給可
能である。
【００８２】
　また、第１の実施の形態の変形例４に係る電力供給装置４は、複数の制御入力に結合さ
れるＡＣ結合キャパシタ（図示省略）を備え、絶縁双方向回路３４はＡＣ結合キャパシタ
を介して複数の制御入力に結合されていても良い。
【００８３】
　また、複数の制御入力は、絶縁双方向回路３４に直接接続されていても良い。すなわち
、絶縁双方向回路３４には複数の制御入力の制御入力信号をＡＣ結合キャパシタを介さず
、直接入力しても良い。
【００８４】
　また、第１の実施の形態の変形例４に係る電力供給装置４は、図９に示すように、ＤＣ
／ＤＣコンバータ１３の出力とＶＢＵＳ出力との間に配置され、ＤＣ／ＤＣコンバータ１
３の出力を遮断するスイッチＳＷと、絶縁双方向回路３４に接続され、スイッチＳＷをオ
ンオフ制御する２次側コントローラ１６とを備えていても良い。
【００８５】
　また、２次側コントローラ１６とＶＢＵＳ出力とを結合する出力キャパシタＣOを備え
ていても良い。
【００８６】
　また、１次側コントローラ３０は、周波数変換を実施可能なプロトコル変換部１８と、
符号変換を実施可能な通信回路１９とを備えていても良い。すなわち、絶縁双方向回路３
４において実施される複数の制御入力の制御入力信号の信号変換を１次側コントローラ３
０内のプロトコル変換部１８・通信回路１９において実施しても良い。この場合には、絶
縁双方向回路３４は、例えば、図４に示された絶縁単方向回路を制御入力の数分だけ配置
して構成しても良い。
【００８７】
　１次側コントローラ３０は、さらに、ＶＢＵＳ出力のＡＣ信号成分の信号変換・切替を
実施可能である。ＶＢＵＳ出力のＡＣ信号成分は、ＶＢＵＳ出力と２次側コントローラ１
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６との間に接続された出力キャパシタＣOを介して、２次側コントローラ１６・絶縁双方
向回路３４・１次側コントローラ３０に結合される。
【００８８】
　また、第１の実施の形態の変形例４に係る電力供給装置４は、図９に示すように、複数
の制御端子ＣＴ１・ＣＴ２・…・ＣＴｎを備え、複数の制御入力は、複数の制御端子ＣＴ
１・ＣＴ２・…・ＣＴｎに結合されていても良い。また、複数の制御端子ＣＴ１・ＣＴ２
・…・ＣＴｎを介して、外部機器には、第１の実施の形態の変形例４に係る電力供給装置
４の制御出力信号が出力可能である。複数の制御端子ＣＴ１・ＣＴ２・…・ＣＴｎと絶縁
双方向回路３４とを結合する結合キャパシタＣCを備えていても良い。或いは、絶縁双方
向回路３４と複数の制御入力は、結合キャパシタＣCを介さずに直結されていても良い。
【００８９】
　また、第１の実施の形態の変形例２に係る電力供給装置４において、出力キャパシタＣ

Oを介しても、外部機器には、第１の実施の形態の変形例２に係る電力供給装置４の制御
出力信号が出力可能である。
【００９０】
　また、第１の実施の形態の変形例２に係る電力供給装置４は、図３に示すように、ＤＣ
／ＤＣコンバータ１３の出力とＶＢＵＳ出力を遮断するスイッチＳＷと、スイッチＳＷと
ＶＢＵＳ出力との間に配置されたフィルタ回路（ＬＦ・ＣＦ）を備えていても良い。
【００９１】
　また、第１の実施の形態の変形例２に係る電力供給装置４において、２次側コントロー
ラ１６とＶＢＵＳ出力とを結合する出力キャパシタＣOを適用しない場合には、インダク
タンスＬＦは、省略しても良い。その他の構成は、第１の実施の形態の変形例２と同様で
ある。
【００９２】
　第１の実施の形態の変形例２～変形例４に係る電力供給装置によれば、複数の機器に対
して切替え可能で、部品点数が削減され、小型化・低コスト化かつ出力電圧値および出力
可能電流量（ＭＡＸ値）を制御可能な電力給装置を提供することができる。
【００９３】
　（絶縁双方向回路の構成）
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路３４の模式的ブロッ
ク構成は、図１０に示すように表わされる。
【００９４】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置において、絶縁双方向回路３４は、図１０に示す
ように、１次側コントローラ３０と接続され、周波数変換を実施するプロトコル変換部１
８と、プロトコル変換部１８と制御入力との間に配置され、符号変換を実施する通信回路
１９とを備えていても良い。
【００９５】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置においては、複数の制御端子ＣＴ１・ＣＴ２・…
・ＣＴｎにおける制御入力は、通信回路１９において符号化変調され、かつプロトコル変
換部１８において、例えば周波数ｆ１→ｆ２に周波数変換されて、１次側コントローラ３
０に入力される。
【００９６】
　また、複数の制御端子ＣＴ１・ＣＴ２・…・ＣＴｎを介して、外部機器には、第１の実
施の形態に係る電力供給装置４の制御出力信号が出力可能である。すなわち、１次側コン
トローラ３０からの制御信号も、プロトコル変換部１８において、例えば周波数ｆ２→ｆ
１に周波数変換され、かつ通信回路１９において符号化変調されて、複数の制御端子ＣＴ
１・ＣＴ２・…・ＣＴｎに出力可能である。
【００９７】
　また、ＶＢＵＳ出力に重畳されるＡＣ信号成分は、出力キャパシタＣO・２次側コント
ローラ１６を介して、プロトコル変換部１８において、例えば周波数ｆ１→ｆ２に周波数
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変換され、かつ通信回路１９において符号化変調されて、１次側コントローラ３０に入力
される。また、１次側コントローラ３０からの制御信号も、プロトコル変換部１８におい
て、例えば周波数ｆ２→ｆ１に周波数変換され、かつ通信回路１９において符号化変調さ
れて、２次側コントローラ１６・出力キャパシタＣOを介して、ＶＢＵＳ出力に出力可能
である。このように、ＶＢＵＳ出力を介しても、外部機器には、第１の実施の形態に係る
電力供給装置４の制御出力信号が出力可能である。
【００９８】
　（構成例１)
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路３４Ｓの模式的ブロ
ック構成例１は、図１１に示すように表される。
【００９９】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置において、絶縁双方向回路３４Ｓは、図１１に示
すように、１次側コントローラ３０に接続され、２次側コントローラ１６と、制御端子Ｃ
Ｔに入力される制御入力との間を切り替える切替スイッチ（Ｓ１・Ｔ０・Ｔ１）を備えて
いても良い。
【０１００】
　（構成例２）
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路３４Ｓの模式的ブロ
ック構成例２は、図１２に示すように表される。
【０１０１】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置において、絶縁双方向回路３４Ｓは、図１２に示
すように、２次側コントローラ１６に接続される送受信器２６と、１次側コントローラ３
０に接続され、送受信器２６と制御端子ＣＴに入力される制御入力との間を切り替える切
替スイッチ（Ｓ１・Ｔ０・Ｔ１）とを備えていても良い。
【０１０２】
　（構成例３）
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路３４Ｓの模式的ブロ
ック構成例３は、図１３に示すように表される。
【０１０３】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置において、絶縁双方向回路３４Ｓは、図１３に示
すように、１次側コントローラ３０に接続され、２次側コントローラ１６と制御端子ＣＴ
に入力される制御入力との間を切り替える送受信器２６を備えていても良い。ここで、送
受信器２６は、２次側コントローラ１６と制御端子ＣＴに入力される制御入力との間を送
受信信号変換・切替を実施可能である。
【０１０４】
　（構成例４）
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路３４Ｓの模式的ブロ
ック構成例４は、図１４に示すように表される。
【０１０５】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置において、絶縁双方向回路３４Ｓは、図１４に示
すように、２次側コントローラ１６に接続される第１送受信器２６0と、制御端子ＣＴに
入力される制御入力に接続される第２送受信器２６1と、１次側コントローラ３０に接続
され、第１送受信器２６0と第２送受信器２６1との間を切り替える切替スイッチ（Ｓ１・
Ｔ０・Ｔ１）とを備えていても良い。ここで、第１送受信器２６0と第２送受信器２６1は
、同一構成を備える。
【０１０６】
　（構成例５）
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路３４Ｓの模式的ブロ
ック構成例５は、図１５に示すように表される。
【０１０７】
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　第１の実施の形態に係る電力供給装置において、絶縁双方向回路３４Ｓは、図１５に示
すように、２次側コントローラ１６に接続される第１送受信器２６0と、制御端子ＣＴに
入力される制御入力に接続される第２送受信器２６1と、１次側コントローラ３０に接続
され、第１送受信器２６0と第２送受信器２６1との間を切り替える切替スイッチ（Ｓ１・
Ｔ０・Ｔ１）とを備えていても良い。ここで、第１送受信器２６0と第２送受信器２６1は
、互いに異なる構成を備える。
【０１０８】
　（構成例６）
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路３４Ｓの模式的ブロ
ック構成例６は、図１６に示すように表される。
【０１０９】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置において、絶縁双方向回路３４Ｓは、図１６に示
すように、２次側コントローラ１６に接続される第１送受信器２６0と、複数の制御端子
ＣＴ１・ＣＴ２・ＣＴ３に入力される制御入力にそれぞれ接続される複数の第２送受信器
２６1・２６2・２６3と、１次側コントローラ３０に接続され、第１送受信器２６0と複数
の第２送受信器２６1・２６2・２６3との間を切り替える切替スイッチ（Ｓ１・Ｔ０・Ｔ
１）とを備えていても良い。ここで、複数の第２送受信器２６1・２６2・２６3は、同一
構成を備え、第１送受信器２６0と第２送受信器２６1・２６2・２６3は、互いに異なる構
成を備えていても良い。
【０１１０】
　（構成例７）
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路３４Ｓの模式的ブロ
ック構成例７は、図１７に示すように表される。
【０１１１】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置において、絶縁双方向回路３４Ｓは、図１７に示
すように、１次側コントローラ３０に接続され、２次側コントローラ１６と複数の制御端
子ＣＴ１・ＣＴ２・ＣＴ３・…・ＣＴｎに入力される複数の制御入力との間を切り替える
切替スイッチ（Ｓ１・Ｔ０・Ｔ１・Ｔ２・Ｔ３・…・Ｔｎ）とを備えていても良い。
【０１１２】
　（構成例８）
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路３４Ｓとパワー出力
回路１３０の模式的ブロック構成は、図１８に示すように表される。
【０１１３】
　図１１～図１７に示された絶縁双方向回路３４Ｓの模式的ブロック構成例１～７におい
ても１次側コントローラ３０に接続され、複数の制御入力と対に配置される複数のＶＢＵ
Ｓ出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路１３０を備えていても良い。
【０１１４】
　すなわち、図１８に示すように、複数の制御端子ＣＴ１・ＣＴ２・ＣＴ３・…・ＣＴｎ
と対に配置される複数のＶＢＵＳパワー出力端子ＰＴ１・ＰＴ２・…・ＰＴｎを備え、パ
ワー出力回路１３０は、複数のＶＢＵＳパワー出力端子ＰＴ１・ＰＴ２・…・ＰＴｎを介
して出力電圧を供給可能である。
【０１１５】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路３４Ｓの模式的ブロ
ック構成例８は、図１９に示すように表される。
【０１１６】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置は、図１９に示すように、１次側コントローラ３
０に接続され、複数の制御入力と対に配置される複数のＶＢＵＳ出力に対して出力電圧を
供給するパワー出力回路１３０を備え、絶縁双方向回路３４Ｓは、複数の制御入力を切り
替える切替スイッチ（Ｓ１・Ｔ０・Ｔ１・Ｔ２・Ｔ３・…・Ｔｎ）を備えていても良い。
【０１１７】
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　また、図１９に示すように、複数の制御入力は、複数の制御端子ＣＴ１・ＣＴ２・…・
ＣＴｎに結合され、複数の制御端子ＣＴ１・ＣＴ２・…・ＣＴｎを介して、外部機器には
、第１の実施の形態に係る電力供給装置４の制御出力信号が出力可能である。
【０１１８】
　また、図１９に示すように、パワー出力回路１３０は、複数のＶＢＵＳパワー出力端子
ＰＴ１・ＰＴ２・…・ＰＴｎを介して出力電圧を供給可能である。
【０１１９】
　（構成例９）
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路３４の模式的ブロッ
ク構成例９は、図２０に示すように表される。
【０１２０】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置は、図２０に示すように、１次側コントローラ３
０に接続され、複数の制御入力と対に配置される複数のＶＢＵＳ出力に対して出力電圧を
供給するパワー出力回路１３０を備え、絶縁双方向回路３４は、複数の制御入力を切り替
えるポートセレクタ１１６を備えていても良い。
【０１２１】
　また、図２０に示すように、複数の制御入力は、複数の制御端子ＣＴ１・ＣＴ２・…・
ＣＴｎに結合され、複数の制御端子ＣＴ１・ＣＴ２・…・ＣＴｎを介して、外部機器には
、第１の実施の形態に係る電力供給装置４の制御出力信号が出力可能である。
【０１２２】
　また、図２０に示すように、パワー出力回路１３０は、複数のＶＢＵＳパワー出力端子
ＰＴ１・ＰＴ２・…・ＰＴｎを介して出力電圧を供給可能である。
【０１２３】
　また、ポートセレクタ１１６の構成例は、図２１（ａ）に示すように表わされ、別の構
成例は、図２１（ｂ）に示すように表わされる。
【０１２４】
　ポートセレクタ１１６は、図２１（ａ）に示すように、ＣＰＵ１２５と、ＣＰＵ１２５
に接続され、複数の制御端子ＣＴ１・ＣＴ２・…・ＣＴｎを切り替えるスイッチＳＷを備
えていても良い。
【０１２５】
　また、ポートセレクタ１１６は、図２１（ｂ）に示すように、複数の制御端子ＣＴ１・
ＣＴ２・…・ＣＴｎに接続されたＣＰＵ１２５を備えていても良い。すなわち、図２１（
ｂ）に示された例では、ＣＰＵ１２５自身が複数の制御端子ＣＴ１・ＣＴ２・…・ＣＴｎ
を切り替えるスイッチ機能を備えていても良い。
【０１２６】
　（構成例１０）
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な絶縁双方向回路３４の模式的ブロッ
ク構成例１０は、図２２に示すように表わされる。
【０１２７】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置において、絶縁双方向回路３４は、図２２に示す
ように、複数のポートセレクタ１１６1・１１６2を備えていても良い。
【０１２８】
　図２２示すように、制御入力端子ＣＴ１・ＣＴ２は、ポートセレクタ１１６1に接続さ
れ、制御入力端子ＣＴ３・ＣＴ４は、ポートセレクタ１１６2に接続されている。
【０１２９】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置は、図１９の構成例８若しくは図２０の構成例９
と同様に、１次側コントローラ３０に接続され、複数の制御入力と対に配置される複数の
ＶＢＵＳ出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路を備えていても良い。
【０１３０】
　また、ポートセレクタ１１６1・１１６2は、図２１（ａ）・図２１（ｂ）の構成例９と
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同様に、ＣＰＵと、ＣＰＵに接続され、複数の制御端子を切り替えるスイッチを備えてい
ても良く、また、複数の制御端子に接続されたＣＰＵを備えていても良い。
【０１３１】
　（変形例５）
　第１の実施の形態の変形例５に係る電力供給装置４は、図２３に示すように、２次側コ
ントローラ１６が内蔵された絶縁双方向回路３４Ｅを備えていても良い。すなわち、絶縁
双方向回路３４・２次側コントローラ１６は、図２３に示すように、一体化形成されてい
ても良い。その他の構成は、第１の実施の形態と同様である。
【０１３２】
　（変形例６）
　また、第１の実施の形態の変形例６に係る電力供給装置４は、図２４に示すように、１
次側コントローラ３０が内蔵された絶縁双方向回路３４Ｐを備えていても良い。すなわち
、１次側コントローラ３０・絶縁双方向回路３４は、図２４に示すように、一体化形成さ
れていても良い。その他の構成は、第１の実施の形態と同様である。
【０１３３】
　（変形例７）
　また、第１の実施の形態の変形例７に係る電力供給装置４は、図２５に示すように、２
次側コントローラ１６および１次側コントローラ３０が内蔵された絶縁双方向回路３４Ｇ
を備えていても良い。すなわち、２次側コントローラ１６・１次側コントローラ３０・絶
縁双方向回路３４は、図２５に示すように、一体化形成されていても良い。その他の構成
は、第１の実施の形態と同様である。
【０１３４】
　第１の実施の形態およびその変形例によれば、実装スペースが削減され、小型化・低コ
スト化かつ出力電圧値および出力可能電流量（ＭＡＸ値）を制御可能な電力給装置を提供
することができる。
【０１３５】
　[第２の実施の形態]
　第２の実施の形態に係る電力供給装置４は、図２６に示すように表される。
【０１３６】
　第２の実施の形態に係る電力供給装置４において、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３は、図２
６に示すように、ダイオード整流型を備える。
【０１３７】
　第２の実施の形態に係る電力供給装置４において、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３は、図２
６に示すように、トランス１５と、トランス１５の１次側インダクタンスＬ１と接地電位
との間に直列接続された第１ＭＯＳトランジスタＱ１および電流センス用の抵抗ＲＳと、
トランス１５の２次側インダクタンスＬ２とＶＢＵＳ出力との間に接続されたダイオード
Ｄ１と、ＶＢＵＳ出力と接地電位との間に接続された第１キャパシタＣ１とを備える。
【０１３８】
　第２の実施の形態に係る電力供給装置４は、図２６に示すように、入力とＶＢＵＳ出力
との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータ１３と、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の入力電流
を制御する１次側コントローラ３０と、制御入力に結合され、制御入力の制御入力信号を
受信し、１次側コントローラ３０にフィードバックする絶縁双方向回路３４とを備える。
ここで、１次側コントローラ３０は、絶縁双方向回路３４からフィードバックされた制御
入力信号に基づいて、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の入力電流を制御することによって、Ｄ
Ｃ／ＤＣコンバータ１３の出力電圧値および出力可能電流量（ＭＡＸ値）を可変にする。
【０１３９】
　また、第２の実施の形態に係る電力供給装置４は、図２６に示すように、ＤＣ／ＤＣコ
ンバータ１３の出力とＶＢＵＳ出力との間に配置され、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の出力
を遮断するＭＯＳスイッチＱSWと、絶縁双方向回路３４に接続され、ＭＯＳスイッチＱSW

をオンオフ制御する２次側コントローラ１６とを備えていても良い。
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【０１４０】
　また、第２の実施の形態に係る電力供給装置４は、図２６に示すように、制御端子ＣＴ
を備え、制御入力は、制御端子ＣＴに結合されていても良い。また、制御端子ＣＴを介し
て、外部機器には、第２の実施の形態に係る電力供給装置４の制御出力信号が出力可能で
ある。その他の構成は、第１の実施の形態と同様である。
【０１４１】
　第２の実施の形態によれば、実装スペースが削減され、小型化・低コスト化かつ出力電
圧値および出力可能電流量（ＭＡＸ値）を制御可能な電力給装置を提供することができる
。
【０１４２】
　[第３の実施の形態]
　第３の実施の形態に係る電力供給装置４は、図２７に示すように表される。
【０１４３】
　第３の実施の形態に係る電力供給装置４において、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３は、図２
７に示すように、同期整流型を備える。
【０１４４】
　第３の実施の形態に係る電力供給装置４において、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３は、図２
７に示すように、トランス１５と、トランス１５の１次側インダクタンスＬ１と接地電位
との間に直列接続された第１ＭＯＳトランジスタＱ１および電流センス用の抵抗ＲＳと、
トランス１５の２次側インダクタンスＬ２と出力との間に接続された第２ＭＯＳトランジ
スタＭ１と、出力と接地電位との間に接続された第１キャパシタＣ１とを備える。
【０１４５】
　第３の実施の形態に係る電力供給装置４は、図２７に示すように、入力とＶＢＵＳ出力
との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータ１３と、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の入力電流
を制御する１次側コントローラ３０と、制御入力に結合され、制御入力の制御入力信号の
信号変換を実施すると共に、信号変換された制御入力信号を１次側コントローラ３０にフ
ィードバックする絶縁双方向回路３４とを備える。ここで、１次側コントローラ３０は、
絶縁双方向回路３４からフィードバックされた制御入力信号に基づいて、ＤＣ／ＤＣコン
バータ１３の入力電流を制御することによって、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の出力電圧値
および出力可能電流量（ＭＡＸ値）を可変にする。
【０１４６】
　また、第３の実施の形態に係る電力供給装置４は、図２７に示すように、ＤＣ／ＤＣコ
ンバータ１３の出力とＶＢＵＳ出力との間に配置され、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の出力
を遮断するＭＯＳスイッチＱSWと、絶縁双方向回路３４に接続され、ＭＯＳスイッチＱSW

をオンオフ制御する２次側コントローラ１６とを備えていても良い。
【０１４７】
　また、第３の実施の形態に係る電力供給装置４は、図２７に示すように、制御端子ＣＴ
を備え、制御入力は、制御端子ＣＴに結合されていても良い。また、制御端子ＣＴを介し
て、外部機器には、第３の実施の形態に係る電力供給装置４の制御出力信号が出力可能で
ある。その他の構成は、第１の実施の形態と同様である。
【０１４８】
　第３の実施の形態に係る電力供給装置４は、ＤＣ／ＤＣコンバータにダイオード整流方
式に代えて同期整流方式を採用しているため、ダイオード整流方式を有する第２の実施の
形態に比べて、ＤＣ／ＤＣ電力変換効率を増大することができる。
【０１４９】
　第３の実施の形態によれば、実装スペースが削減され、小型化・低コスト化かつ出力電
圧値および出力可能電流量（ＭＡＸ値）を制御可能な電力給装置を提供することができる
。
【０１５０】
　[第４の実施の形態]
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　第４の実施の形態に係る電力供給装置４は、図２８に示すように、第１の実施の形態に
おける電源供給回路１０の代わりに、ＡＣ入力に接続され、ヒューズ１１・チョークコイ
ル１２・ダイオード整流ブリッジ１４・キャパシタＣ５・Ｃ６・Ｃ３などから構成される
ＡＣ／ＤＣコンバータを備える。
【０１５１】
　また、図２８に示すように、トランス１５の１次側の補助巻き線により構成された補助
インダクタンスＬ４と、補助インダクタンスＬ４に並列接続されたダイオードＤ２・キャ
パシタＣ４とを備え、キャパシタＣ４から１次側コントローラ３０に直流電圧ＶＣＣが供
給される。
【０１５２】
　第４の実施の形態に係る電力供給装置４は、図２８に示すように、入力（ＡＣ／ＤＣコ
ンバータのＤＣ出力）とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータ１３と、
ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の入力電流を制御する１次側コントローラ３０と、制御入力に
結合され、制御入力の制御入力信号の信号変換を実施すると共に、信号変換された制御入
力信号を１次側コントローラ３０にフィードバックする絶縁双方向回路３４とを備える。
ここで、１次側コントローラ３０は、絶縁双方向回路３４からフィードバックされた制御
入力信号に基づいて、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の入力電流を制御することによって、Ｄ
Ｃ／ＤＣコンバータ１３の出力電圧値および出力可能電流量（ＭＡＸ値）を可変にする。
【０１５３】
　また、第４の実施の形態に係る電力供給装置４は、図２８に示すように、絶縁双方向回
路３４とＤＣ／ＤＣコンバータ１３の出力との間に配置された２次側コントローラ１６を
備えていても良い。
【０１５４】
　また、図２８に示すように、制御端子ＣＴを備え、制御入力は、制御端子ＣＴに結合さ
れていても良い。また、制御端子ＣＴを介して、外部機器には、第４の実施の形態に係る
電力供給装置４の制御出力信号が出力可能である。
【０１５５】
　２次側コントローラ１６には、ＵＳＢリセプタクルからのＰＤＤＥＴ１・ＰＤＤＥＴ２
が記載されているが、これらはなくても良い。
【０１５６】
　第４の実施の形態に係る電力供給装置４において、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３は、ダイ
オード整流型である。すなわち、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３は、トランス１５と、トラン
ス１５の１次側インダクタンスＬ１と接地電位との間に直列接続された第１ＭＯＳトラン
ジスタＱ１および電流センス用の抵抗ＲＳと、トランス１５の２次側インダクタンスＬ２
と出力との間に接続されたダイオードＤ１と、出力と接地電位との間に接続された第１キ
ャパシタＣ１とを備える。
【０１５７】
　第４の実施の形態によれば、小型化・低コスト化かつ出力電圧値および出力可能電流量
（ＭＡＸ値）を制御可能な電力給装置を提供することができる。
【０１５８】
　[第５の実施の形態]
　第５の実施の形態に係る電力供給装置４は、図２９に示すように、第１の実施の形態に
おける電源供給回路１０の代わりに、ＡＣ入力に接続され、ヒューズ１１・チョークコイ
ル１２・ダイオード整流ブリッジ１４・キャパシタＣ５・Ｃ６・Ｃ３などから構成される
ＡＣ／ＤＣコンバータを備える。
【０１５９】
　また、図２９に示すように、トランス１５の１次側の補助巻き線により構成された補助
インダクタンスＬ４と、補助インダクタンスＬ４に並列接続されたダイオードＤ２・キャ
パシタＣ４とを備え、キャパシタＣ４から１次側コントローラ３０に直流電圧ＶＣＣが供
給される。
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【０１６０】
　第５の実施の形態に係る電力供給装置４は、図２９に示すように、入力（ＡＣ／ＤＣコ
ンバータのＤＣ出力）とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータ１３と、
ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の入力電流を制御する１次側コントローラ３０と、制御入力に
結合され、制御入力の制御入力信号の信号変換を実施すると共に、信号変換された制御入
力信号を１次側コントローラ３０にフィードバックする絶縁双方向回路３４とを備える。
ここで、１次側コントローラ３０は、絶縁双方向回路３４からフィードバックされた制御
入力信号に基づいて、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の入力電流を制御することによって、Ｄ
Ｃ／ＤＣコンバータ１３の出力電圧値および出力可能電流量（ＭＡＸ値）を可変にする。
【０１６１】
　また、第５の実施の形態に係る電力供給装置４は、図２９に示すように、ＤＣ／ＤＣコ
ンバータ１３の出力とＶＢＵＳ出力との間に配置され、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の出力
を遮断するＭＯＳスイッチＱSWと、絶縁双方向回路３４に接続され、ＭＯＳスイッチＱSW

をオンオフ制御する２次側コントローラ１６とを備えていても良い。
【０１６２】
　また、図２９に示すように、制御端子ＣＴを備え、制御入力は、制御端子ＣＴに結合さ
れていても良い。また、制御端子ＣＴを介して、外部機器には、第５の実施の形態に係る
電力供給装置４の制御出力信号が出力可能である。
【０１６３】
　２次側コントローラ１６には、ＵＳＢリセプタクルからのＰＤＤＥＴ１・ＰＤＤＥＴ２
が記載されているが、これらはなくても良い。
【０１６４】
　第５の実施の形態に係る電力供給装置４において、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３は、ダイ
オード整流型である。すなわち、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３は、トランス１５と、トラン
ス１５の１次側インダクタンスＬ１と接地電位との間に直列接続された第１ＭＯＳトラン
ジスタＱ１および電流センス用の抵抗ＲＳと、トランス１５の２次側インダクタンスＬ２
と出力との間に接続されたダイオードＤ１と、出力と接地電位との間に接続された第１キ
ャパシタＣ１とを備える。その他の構成は、第２の実施の形態と同様である。
【０１６５】
　第５の実施の形態によれば、小型化・低コスト化かつ出力電圧値および出力可能電流量
（ＭＡＸ値）を制御可能な電力給装置を提供することができる。
【０１６６】
　[第６の実施の形態]
　第６の実施の形態に係る電力供給装置４は、図３０に示すように、第３の実施の形態に
おける電源供給回路１０の代わりに、ＡＣ入力に接続され、ヒューズ１１・チョークコイ
ル１２・ダイオード整流ブリッジ１４・キャパシタＣ５・Ｃ６・Ｃ３などから構成される
ＡＣ／ＤＣコンバータを備える。
【０１６７】
　また、図３０に示すように、トランス１５の１次側の補助巻き線により構成された補助
インダクタンスＬ４と、補助インダクタンスＬ４に並列接続されたダイオードＤ２・キャ
パシタＣ４とを備え、キャパシタＣ４から１次側コントローラ３０に直流電圧ＶＣＣが供
給される。
【０１６８】
　第６の実施の形態に係る電力供給装置４は、図３０に示すように、入力（ＡＣ／ＤＣコ
ンバータのＤＣ出力）とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータ１３と、
ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の入力電流を制御する１次側コントローラ３０と、複数の制御
入力に結合され、複数の制御入力の制御入力信号の信号変換を実施すると共に、信号変換
された制御入力信号を１次側コントローラ３０にフィードバックする絶縁双方向回路３４
とを備える。ここで、１次側コントローラ３０は、絶縁双方向回路３４からフィードバッ
クされた制御入力信号に基づいて、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の入力電流を制御すること
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によって、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の出力電圧値および出力可能電流量（ＭＡＸ値）を
可変にする。
【０１６９】
　また、第６の実施の形態に係る電力供給装置４は、図３０に示すように、絶縁双方向回
路３４とＤＣ／ＤＣコンバータ１３の出力との間に配置された２次側コントローラ１６を
備えていても良い。
【０１７０】
　また、図３０に示すように、制御端子ＣＴを備え、制御入力は、制御端子ＣＴに結合さ
れていても良い。また、制御端子ＣＴを介して、外部機器には、第６の実施の形態に係る
電力供給装置４の制御出力信号が出力可能である。
【０１７１】
　２次側コントローラ１６には、ＵＳＢリセプタクルからのＰＤＤＥＴ１・ＰＤＤＥＴ２
が記載されているが、これらはなくても良い。
【０１７２】
　第６の実施の形態に係る電力供給装置４において、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３は、同期
整流型である。すなわち、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３は、トランス１５と、トランス１５
の１次側インダクタンスＬ１と接地電位との間に直列接続された第１ＭＯＳトランジスタ
Ｑ１および電流センス用の抵抗ＲＳと、トランス１５の２次側インダクタンスＬ２と出力
との間に接続された第２ＭＯＳトランジスタＭ１と、出力と接地電位との間に接続された
第１キャパシタＣ１とを備える。その他の構成は、第３の実施の形態と同様である。
【０１７３】
　第６の実施の形態に係る電力供給装置４は、ＤＣ／ＤＣコンバータにダイオード整流方
式に代えて同期整流方式を採用しているため、ダイオード整流方式を有する第２・第４・
第５の実施の形態に比べて、ＤＣ／ＤＣ電力変換効率を増大することができる。
【０１７４】
　第６の実施の形態によれば、小型化・低コスト化かつ出力電圧値および出力可能電流量
（ＭＡＸ値）を制御可能な電力供給装置を提供することができる。
【０１７５】
　[第７の実施の形態]
　第７の実施の形態に係る電力供給装置４は、図３１に示すように、第３の実施の形態に
おける電源供給回路１０の代わりに、ＡＣ入力に接続され、ヒューズ１１・チョークコイ
ル１２・ダイオード整流ブリッジ１４・キャパシタＣ５・Ｃ６・Ｃ３などから構成される
ＡＣ／ＤＣコンバータを備える点は、第６の実施の形態と同様である。
【０１７６】
　また、図３１に示すように、トランス１５の１次側の補助巻き線により構成された補助
インダクタンスＬ４と、補助インダクタンスＬ４に並列接続されたダイオードＤ２・キャ
パシタＣ４とを備え、キャパシタＣ４から１次側コントローラ３０に直流電圧ＶＣＣが供
給される。
【０１７７】
　第７の実施の形態に係る電力供給装置４は、図３１に示すように、入力（ＡＣ／ＤＣコ
ンバータのＤＣ出力）とＶＢＵＳ出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータ１３と、
ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の入力電流を制御する１次側コントローラ３０と、制御入力に
結合され、制御入力の制御入力信号の信号変換を実施すると共に、信号変換された制御入
力信号を１次側コントローラ３０にフィードバックする絶縁双方向回路３４とを備える。
ここで、１次側コントローラ３０は、絶縁双方向回路３４からフィードバックされた制御
入力信号に基づいて、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の入力電流を制御することによって、Ｄ
Ｃ／ＤＣコンバータ１３の出力電圧値および出力可能電流量（ＭＡＸ値）を可変にする。
【０１７８】
　また、第７の実施の形態に係る電力供給装置４は、図３１に示すように、ＤＣ／ＤＣコ
ンバータ１３の出力とＶＢＵＳ出力との間に配置され、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の出力
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を遮断するＭＯＳスイッチＱSWと、絶縁双方向回路３４に接続され、ＭＯＳスイッチＱSW

をオンオフ制御する２次側コントローラ１６とを備えていても良い。
【０１７９】
　また、図３１に示すように、制御端子ＣＴを備え、制御入力は、制御端子ＣＴに結合さ
れていても良い。また、制御端子ＣＴを介して、外部機器には、第５の実施の形態に係る
電力供給装置４の制御出力信号が出力可能である。
【０１８０】
　２次側コントローラ１６には、ＰＤＤＥＴ１・ＰＤＤＥＴ２が記載されているが、これ
らはなくても良い。
【０１８１】
　第７の実施の形態に係る電力供給装置４において、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３は、同期
整流型である。すなわち、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３は、図３１に示すように、トランス
１５と、トランス１５の１次側インダクタンスＬ１と接地電位との間に直列接続された第
１ＭＯＳトランジスタＱ１および電流センス用の抵抗ＲＳと、トランス１５の２次側イン
ダクタンスＬ２と出力との間に接続された第２ＭＯＳトランジスタＭ１と、出力と接地電
位との間に接続された第１キャパシタＣ１とを備える。その他の構成は、第６の実施の形
態と同様である。
【０１８２】
　第７の実施の形態に係る電力供給装置４は、ＤＣ／ＤＣコンバータにダイオード整流方
式に代えて同期整流方式を採用しているため、ダイオード整流方式を有する第２・第４・
第５の実施の形態に比べて、ＤＣ／ＤＣ電力変換効率を増大することができる。
【０１８３】
　第７の実施の形態によれば、小型化・低コスト化かつ出力電圧値および出力可能電流量
（ＭＡＸ値）を制御可能な電力供給装置を提供することができる。
【０１８４】
　[第８の実施の形態]
　第８の実施の形態に係る電力供給装置４は、図３２（ａ）に示すように、入力と出力と
の間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータ１３と、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の入力電流を
制御する１次側コントローラ３０と、制御入力に接続され、制御入力の制御入力信号を１
次側コントローラ３０にフィードバックする絶縁双方向回路３４Ｍとを備える。ここで、
制御入力の制御入力信号は、絶縁双方向回路３４Ｍの通信ピンＣＯＭに入力される。また
、１次側コントローラ３０は、絶縁双方向回路３４Ｍからフィードバックされた制御入力
信号に基づいて、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の入力電流を制御することによって、ＤＣ／
ＤＣコンバータ１３の出力電圧値および出力可能電流量（ＭＡＸ値）を可変にする。
【０１８５】
　また、図３２（ａ）に示すように、制御端子ＣＴを備え、制御入力は、制御端子ＣＴに
結合されていても良い。また、制御端子ＣＴを介して、外部機器には、第８の実施の形態
に係る電力供給装置４の制御出力信号が出力可能である。
【０１８６】
　また、第８の実施の形態に係る電力供給装置４は、制御入力に結合されるＡＣ結合キャ
パシタＣCを備え、絶縁双方向回路３４ＭはＡＣ結合キャパシタＣCを介して制御入力に接
続されていても良い。
【０１８７】
　また、制御入力は、絶縁双方向回路３４Ｍに直接接続されていても良い。すなわち、絶
縁双方向回路３４Ｍには制御入力の制御入力信号をＡＣ結合キャパシタＣCを介さず、直
接入力しても良い。
【０１８８】
　絶縁双方向回路３４Ｍには、キャパシタ、フォトカプラ、トランスなどを適用可能であ
る。また、用途に応じて、絶縁ドライバ付き双方向トランス、双方向素子などを適用して
も良い。
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【０１８９】
　また、第８の実施の形態に係る電力供給装置４においては、図３２（ａ）に示すように
、２次側コントローラが除外されている。
【０１９０】
　また、第８の実施の形態に係る電力供給装置４は、図３２（ａ）に示すように、ＤＣ／
ＤＣコンバータ１３の出力に接続され、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の出力電圧を遮断する
スイッチＳＷを備えていても良い。このスイッチＳＷにより、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３
の出力と電力線出力（ＶＢＵＳ）を遮断することができる。このスイッチＳＷは、１次側
コントローラ３０若しくは絶縁双方向回路３４Ｍによって、オン／オフ制御可能である。
スイッチＳＷは、ＭＯＳスイッチを備えていても良い。
【０１９１】
　第８の実施の形態に係る電力供給装置４においては、制御入力からＡＣ結合キャパシタ
ＣCを介して制御入力信号が絶縁双方向回路３４Ｍに入力され、この制御入力信号により
、出力側の電力情報を含む制御情報は、１次側コントローラ３０にフィードバックされる
。１次側コントローラ３０は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の入力電流を制御し、出力電圧
を安定化させる。その他の構成は、第１の実施の形態と同様である。
【０１９２】
　第８の実施の形態に係る電力供給装置４においても、電力線出力（ＶＢＵＳ）・ＡＣ重
畳モードを電力線出力（ＶＢＵＳ）・ＡＣ分離モードと併用しても良い。
【０１９３】
　（変形例）
　第８の実施の形態の変形例に係る電力供給装置４は、図３２（ｂ）に示すように、入力
と出力との間に配置されたＤＣ／ＤＣコンバータ１３と、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の入
力電流を制御する１次側コントローラ３０と、制御入力に接続され、制御入力の制御入力
信号を１次側コントローラ３０にフィードバックする絶縁双方向回路３４Ｃとを備える。
ここで、制御入力信号は、絶縁双方向回路３４Ｃの通信ピンＣＯＭに入力される。また、
１次側コントローラ３０は、絶縁双方向回路３４Ｃからフィードバックされた制御入力信
号に基づいて、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の入力電流を制御することによって、ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータ１３の出力電圧値および出力可能電流量（ＭＡＸ値）を可変にする。
【０１９４】
　また、図３２（ｂ）に示すように、制御端子ＣＴを備え、制御入力は、制御端子ＣＴに
結合されていても良い。また、制御端子ＣＴを介して、外部機器には、第８の実施の形態
の変形例に係る電力供給装置４の制御出力信号が出力可能である。
【０１９５】
　また、第８の実施の形態の変形例に係る電力供給装置４は、図１９（ｂ）に示すように
、制御入力に結合されるＡＣ結合キャパシタＣCを備える。ここで、ＡＣ結合キャパシタ
ＣCは、絶縁双方向回路３４Ｃに内蔵されている。
【０１９６】
　絶縁双方向回路３４Ｃは内蔵されているＡＣ結合キャパシタＣCを介して制御入力に接
続される。
【０１９７】
　また、第８の実施の形態の変形例に係る電力供給装置４においては、図３２（ｂ）に示
すように、２次側コントローラが除外されている。
【０１９８】
　第８の実施の形態の変形例に係る電力供給装置４においては、制御入力から制御入力信
号が絶縁双方向回路３４Ｃに入力され、この制御入力信号により、出力側の電力情報を含
む制御情報は、１次側コントローラ３０にフィードバックされる。１次側コントローラ３
０は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の入力電流を制御し、出力電圧を安定化させる。その他
の構成は、第８の実施の形態と同様である。
【０１９９】
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　第８の実施の形態の変形例に係る電力供給装置４においても、電力線出力（ＶＢＵＳ）
・ＡＣ重畳モードを電力線出力（ＶＢＵＳ）・ＡＣ分離モードと併用しても良い。
【０２００】
　第８の実施の形態およびその変形例によれば、出力側にフィルタコイルが不要で、実装
スペースが削減され、小型化・低コスト化かつ出力電圧値および出力可能電流量（ＭＡＸ
値）を制御可能な電力供給装置を提供することができる。
【０２０１】
　（ＭＯＳスイッチ）
　第１・第８の実施の形態に係る電力供給装置４に適用可能なスイッチＳＷ、若しくは第
２・３・５・７の実施の形態に係る電力供給装置４に適用可能なＭＯＳスイッチＱSWの模
式的回路ブロック構成例は、図３３に示すように、２個の直列接続されたｎチャネルＭＯ
ＳＦＥＴＱn1・Ｑn2と、この直列接続されたｎチャネルＭＯＳＦＥＴＱn1・Ｑn2の両端に
接続された放電用ＭＯＳＦＥＴＱD1・ＱD2とを備える。２個の直列接続されたｎチャネル
ＭＯＳＦＥＴＱn1・Ｑn2のゲートは２次側コントローラ１６に接続され、２次側コントロ
ーラ１６によって、オン／オフ制御される。２次側コントローラ１６には、電圧電流制御
回路１７が内蔵されており、制御入力信号は、２次側コントローラ１６の通信ピンＣＯＭ
に入力される。
【０２０２】
　（リセプタクルを介する接続例）
　第１の実施の形態に係る電力供給装置間をリセプタクル４１Ｒ・４２Ｒを介して接続し
た模式的構成は、図３４に示すように表わされる。
【０２０３】
　リセプタクル４１Ｒ・４２Ｒは、それぞれＶＢＵＳ端子、ＣＣ１端子、ＣＣ２端子、Ｄ
－端子、Ｄ＋端子、ＧＮＤ端子を有し、第１の実施の形態に係る電力供給装置間をそれぞ
れ接続する。
【０２０４】
　ＶＢＵＳ端子は、装置同士が双方向通信するための電力ラインＰＯＬに接続される。一
方が負荷（ＬＯＡＤ）、他方は例えば、約５Ｖ～約２０Ｖ（ＭＡＸ）の可変電源に接続さ
れる。ここで、可変電源が、第１の実施の形態に係る電力供給装置の出力電圧に相当する
。ＧＮＤ端子は、接地端子である。
【０２０５】
　ＣＣ１端子・ＣＣ２端子は、装置同士が双方向通信するための通信専用ラインＣＯＬに
接続され通信端子である。ＣＣ１端子には、電源ＶＤＤ・インピーダンス回路Ｚ１・Ｚ２
によって、一定電圧が供給可能なように設定されており、一方のＣＣ１端子から、例えば
データ（ＢＭＣ）が供給され、他方のＣＣ１端子において、コンパレータを介して受信さ
れる。ＣＣ１端子は、一定電圧を供給する代わりに、定電流源に接続されていても良い。
ここで、インピーダンス回路Ｚ１・Ｚ２は、それぞれ例えば電流源と抵抗との並列回路で
構成可能であり、電流源若しくは抵抗のいずれかを選択することができる。また、一方の
ＣＣ２端子には、電圧制御レギュレータ（ＶＣＯＮ）が接続され、他方のＣＣ２端子には
、負荷（ＬＯＡＤ）が接続されていても良い。
【０２０６】
　Ｄ－端子・Ｄ＋端子は、フリッピング機能を実現するシリアルデータインタフェース端
子である。
【０２０７】
　（リセプタクル内部の構成例）
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なリセプタクル４１Ｒ（４２Ｒ）内部
の模式的構成は、図３５に示すように表わされる。ここで、リセプタクル４１Ｒ（４２Ｒ
）の内部構成は、ＶＢＵＳ、ＣＣ１、ＣＣ２、Ｄ－、Ｄ＋、ＧＮＤ端子が、端子配置基板
の両面に配置される。このため、表裏の区別が無い。
【０２０８】
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　（リセプタクルおよびプラグを介する接続例）
　第１の実施の形態に係る電力供給装置間をリセプタクル４１Ｒ（４２Ｒ）およびプラグ
４１Ｐ（４２Ｐ）を介して接続した模式的構成は、図３６に示すように表わされる。図３
６に示すように、リセプタクル４１Ｒ（４２Ｒ）には、プラグ４１Ｐ（４２Ｐ）を挿入し
て電力ラインＰＯＬを介して電力供給が可能となり、通信専用ラインＣＯＬを介してデー
タ通信が可能となる。
【０２０９】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置間をリセプタクル４１Ｒ・４２Ｒ・プラグ２・ケ
ーブル（ＰＯＬ／ＣＯＬ）を介して接続した模式的構成は、図３７（ａ）に示すように表
される。ここで、プラグ２は、図３６に示されるプラグ４１Ｐ（４２Ｐ）に対応する。
【０２１０】
　プラグ２は、図３５に示すリセプタクル４１Ｒ・４２Ｒの形状に対応して、片面に電極
を備え、ＶＢＵＳ、ＣＣ１、ＣＣ２、Ｄ－、Ｄ＋、ＧＮＤ端子を有する。さらに、プラグ
２は、裏面側にも電極を備え、ＧＮＤ、Ｄ＋、Ｄ－、ＣＣ２、ＣＣ１、ＶＢＵＳ端子を有
する。プラグ２は、改良型ＵＳＢプラグ、リセプタクル４１Ｒ（４２Ｒ）は、改良型ＵＳ
Ｂリセプタクルと呼称することができる。
【０２１１】
　２つのリセプタクル４１Ｒ・４２Ｒ間の接続関係は、図３７（ｂ）に示すように表され
る。２つのリセプタクル４１Ｒ・４２Ｒ間の接続関係は、図３７（ｂ）に示すように、リ
セプタクル４１Ｒ・４２Ｒが、プラグ４１Ｐ・４２Ｐとの間で、ノーマル接続Ｎ・ノーマ
ル接続Ｎの関係、ノーマル接続Ｎ・リバース接続Ｒの関係、リバース接続Ｒ・ノーマル接
続Ｎの関係、リバース接続Ｒ・リバース接続Ｒの関係の４通りの接続関係が可能である。
【０２１２】
　（パワー回路間の接続関係）
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路１３０と負荷回路１
３４の接続関係を説明する模式的ブロック構成は、図３８（ａ）に示すように表され、図
３８（ａ）に対応する模式的回路構成は、図３８（ｂ）に示すように表される。
【０２１３】
　負荷回路１３４は、リセプタクル４１Ｒ・４２Ｒ間の接続により外部接続される外部装
置内に配置されているものと想定することができる。
【０２１４】
　図３８（ａ）に示す例では、パワー出力回路１３０には、複数のＶＢＵＳ出力が存在し
、それぞれが、電力ラインＰＯＬ１・ＰＯＬ２・ＰＬＯ３を介して、負荷回路１３４に接
続されている。パワー出力回路１３０は、図３８（ｂ）に示すように、複数のスイッチ（
ＳＷＰ・Ｐ１・Ｐ２・Ｐ３）を備え、負荷回路１３４は、電力ラインＰＯＬ１・ＰＯＬ２
・ＰＬＯ３に接続される複数のスイッチ（ＳＷＰ・Ｐ１・Ｐ２・Ｐ３）を備え、負荷１・
負荷２・負荷３に接続されている。パワー出力回路１３０・負荷回路１３４間は、双方向
接続可能である。
【０２１５】
　図３８（ｂ）に示されたパワー出力回路１３０の具体的な回路構成は、図３９（ａ）に
示すように表される。パワー出力回路１３０は、図３９（ａ）に示すように、1次側コン
トローラ３０に接続されるバッファ１３６と、バッファ１３６の出力に接続される複数の
スイッチ（ＳＷＰ１・ＳＷＰ２・ＳＷＰ３）を備える。ここで、複数のスイッチ（ＳＷＰ
１・ＳＷＰ２・ＳＷＰ３）は、例えば、図３９（ｂ）に示すように、双方向スイッチで構
成可能である。
【０２１６】
　（パワー出力回路の構成）
　（構成例１）
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路１３０の模式的回路
構成例１は、図４０に示すように表される。



(42) JP 6578128 B2 2019.9.18

10

20

30

40

50

【０２１７】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路１３０の模式的回路
構成例１は、図２７に示すように、ダイオード整流型ＤＣ／ＤＣコンバータ１３のトラン
ス１５の２次側インダクタンスＬ２から分岐された構成を備える。すなわち、ダイオード
Ｄ１１・キャパシタＣ１１の出力からスイッチＳＷ１・フィルタ回路ＬＦ１・ＣＦ１を介
してＶＢＵＳ出力ＶＢＵＳ１が得られ、ダイオードＤ１２・キャパシタＣ１２の出力から
スイッチＳＷ２・フィルタ回路ＬＦ２・ＣＦ２を介してＶＢＵＳ出力ＶＢＵＳ２が得られ
、ダイオードＤ１３・キャパシタＣ１３の出力からスイッチＳＷ３・フィルタ回路ＬＦ３
・ＣＦ３を介してのＶＢＵＳ出力ＶＢＵＳ３が得られる。
【０２１８】
　（構成例２）
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路の模式的回路構成例
２は、図４１に示すように表される。
【０２１９】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路１３０の模式的回路
構成例２は、図４１に示すように、複数のＤＣ／ＤＣコンバータ１３1・１３2・…・１３

nを備える。すなわち、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３1の出力からスイッチＳＷ１・フィルタ
回路ＬＦ１・ＣＦ１を介してＶＢＵＳ出力ＶＢＵＳ１が得られ、ＤＣ／ＤＣコンバータ１
３2の出力からスイッチＳＷ２・フィルタ回路ＬＦ２・ＣＦ２を介してＶＢＵＳ出力ＶＢ
ＵＳ２が得られ、…、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３nの出力からスイッチＳＷｎ・フィルタ
回路ＬＦｎ・ＣＦｎを介してのＶＢＵＳ出力ＶＢＵＳｎが得られる。
【０２２０】
　（構成例３）
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路の模式的回路構成例
３は、図４２に示すように表される。
【０２２１】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路１３０の模式的回路
構成例３は、図４２に示すように、ダイオード整流型ＤＣ／ＤＣコンバータ１３と、ダイ
オード整流型ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の出力に接続された複数のＤＣ／ＤＣコンバータ
１１３1・１１３2・…・１１３nを備える。すなわち、ＤＣ／ＤＣコンバータ１１３1の出
力からスイッチＳＷ１・フィルタ回路ＬＦ１・ＣＦ１を介してＶＢＵＳ出力ＶＢＵＳ１が
得られ、ＤＣ／ＤＣコンバータ１１３2の出力からスイッチＳＷ２・フィルタ回路ＬＦ２
・ＣＦ２を介してＶＢＵＳ出力ＶＢＵＳ２が得られ、…、ＤＣ／ＤＣコンバータ１１３n

の出力からスイッチＳＷｎ・フィルタ回路ＬＦｎ・ＣＦｎを介してのＶＢＵＳ出力ＶＢＵ
Ｓｎが得られる。
【０２２２】
　（構成例４）
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路の模式的回路構成例
４は、図４３に示すように表される。
【０２２３】
　第１の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路１３０の模式的回路
構成例４は、図４３に示すように、ダイオード整流型ＤＣ／ＤＣコンバータ１３と、ＤＣ
／ＤＣコンバータ１３の出力に接続され、２次側コントローラ１６によって導通状態を制
御可能な複数のＭＯＳスイッチＭＳ11・ＭＳ12、ＭＳ21・ＭＳ22、ＭＳ31・ＭＳ32を備え
る。すなわち、複数のＭＯＳスイッチＭＳ11・ＭＳ12、ＭＳ21・ＭＳ22、ＭＳ31・ＭＳ32

の出力からＶＢＵＳ出力ＶＢＵＳ１、ＶＢＵＳ２、ＶＢＵＳ出力ＶＢＵＳ３が得られる。
【０２２４】
　（ＡＣアダプタ／ＡＣチャージャ）
　第１～第８の実施の形態に係る電力供給装置４は、図４４（ａ）～図４４（ｃ）および
図４５（ａ）～図４５（ｃ）に示すように、ＡＣアダプタ／ＡＣチャージャ３に内蔵可能
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である。
【０２２５】
　実施の形態に係る電力供給装置（ＰＤ）４を内蔵したＡＣアダプタ／ＡＣチャージャ３
は、図４４（ａ）に示すように、コンセント１に接続可能なプラグ２とケーブルを用いて
接続可能であり、また外部に配置されたプラグ５と接続可能である。電力供給装置（ＰＤ
）４・プラグ５間は電力ラインＰＯＬ・通信専用ラインＣＯＬによって接続される。電力
供給装置（ＰＤ）４には電力ラインＰＯＬ・通信専用ラインＣＯＬが直接接続されている
。
【０２２６】
　また、実施の形態に係る電力供給装置（ＰＤ）４を内蔵したＡＣアダプタ／ＡＣチャー
ジャ３は、図４４（ｂ）に示すように、コンセント１に接続可能なプラグ２とケーブルを
用いて接続可能であり、またリセプタクル４１Ｒを備えていても良い。
【０２２７】
　また、実施の形態に係る電力供給装置（ＰＤ）４を内蔵したＡＣアダプタ／ＡＣチャー
ジャ３は、図４４（ｃ）に示すように、コンセント１に接続可能なプラグ２とケーブルを
用いて接続可能であり、またプラグ４１Ｐを備えていても良い。プラグ４１Ｐは外部に配
置されたプラグ５と接続可能である。プラグ４１Ｐ・プラグ５間は電力ラインＰＯＬ・通
信専用ラインＣＯＬによって接続される。
【０２２８】
　また、実施の形態に係る電力供給装置（ＰＤ）４を内蔵したＡＣアダプタ／ＡＣチャー
ジャ３は、図４５（ａ）に示すように、コンセント１に接続可能なプラグ２とＵＳＢＰＤ
ケーブル６を用いて接続され、また外部に配置されたプラグ５と接続可能である。電力供
給装置（ＰＤ）４・プラグ５間は電力ラインＰＯＬ・通信専用ラインＣＯＬによって接続
される。電力供給装置（ＰＤ）４には電力ラインＰＯＬ・通信専用ラインＣＯＬが直接接
続されている。
【０２２９】
　また、実施の形態に係る電力供給装置（ＰＤ）４を内蔵したＡＣアダプタ／ＡＣチャー
ジャ３は、図４５（ｂ）に示すように、コンセント１に接続可能なプラグ２とＵＳＢＰＤ
ケーブル６を用いて接続可能であり、またリセプタクル４１Ｒを備えていても良い。
【０２３０】
　また、実施の形態に係る電力供給装置（ＰＤ）４を内蔵したＡＣアダプタ／ＡＣチャー
ジャ３は、図４５（ｃ）に示すように、コンセント１に接続可能なプラグ２とＵＳＢＰＤ
ケーブル６を用いて接続され、またプラグ４１Ｐを備えていても良い。プラグ４１Ｐは外
部に配置されたプラグ５と接続可能である。プラグ４１Ｐ・プラグ５間は電力ラインＰＯ
Ｌ・通信専用ラインＣＯＬによって接続される。
【０２３１】
　また、コンセント１に接続可能なプラグ２は、図４６（ａ）～図４６（ｃ）に示すよう
に、実施の形態に係る電力供給装置（ＰＤ）４を内蔵したＡＣアダプタ／ＡＣチャージャ
３に内蔵されていても良い。
【０２３２】
　実施の形態に係る電力供給装置（ＰＤ）４およびプラグ２を内蔵したＡＣアダプタ／Ａ
Ｃチャージャ３は、図４６（ａ）に示すように、外部に配置されたプラグ５と接続可能で
ある。電力供給装置（ＰＤ）４・プラグ５間は電力ラインＰＯＬ・通信専用ラインＣＯＬ
によって接続される。電力供給装置（ＰＤ）４には電力ラインＰＯＬ・通信専用ラインＣ
ＯＬが直接接続されている。
【０２３３】
　また、実施の形態に係る電力供給装置（ＰＤ）４およびプラグ２を内蔵したＡＣアダプ
タ／ＡＣチャージャ３は、図４６（ｂ）に示すように、リセプタクル４１Ｒを備えていて
も良い。
【０２３４】
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　また、実施の形態に係る電力供給装置（ＰＤ）４およびプラグ２を内蔵したＡＣアダプ
タ／ＡＣチャージャ３は、図４６（ｃ）に示すように、プラグ４１Ｐを備えていても良い
。プラグ４１Ｐは外部に配置されたプラグ５と接続可能である。プラグ４１Ｐ・プラグ５
間は電力ラインＰＯＬ・通信専用ラインＣＯＬによって接続される。
【０２３５】
　実施の形態に係る電力供給装置は、図４７（ａ）～図４７（ｃ）に示すように、ＡＣア
ダプタ／ＡＣチャージャ３に複数個内蔵可能である。また、コンセント１に接続可能なプ
ラグ２を内蔵している。
【０２３６】
　複数の実施の形態に係る電力供給装置（ＰＤ）４１・４２およびプラグ２を内蔵したＡ
Ｃアダプタ／ＡＣチャージャ３は、図４７（ａ）に示すように、外部に配置された複数の
プラグ５１・５２と接続可能である。電力供給装置（ＰＤ）４１・４２・プラグ５１・５
２間は電力ラインＰＯＬ・通信専用ラインＣＯＬによって接続される。電力供給装置（Ｐ
Ｄ）４１・４２には電力ラインＰＯＬ・通信専用ラインＣＯＬが直接接続されている。
【０２３７】
　また、複数の実施の形態に係る電力供給装置４１・４２およびプラグ２を内蔵したＡＣ
アダプタ／ＡＣチャージャ３は、図４７（ｂ）に示すように、リセプタクル４１Ｒ・４２
Ｒを備えていても良い。
【０２３８】
　また、複数の実施の形態に係る電力供給装置４１・４２およびプラグ２を内蔵したＡＣ
アダプタ／ＡＣチャージャ３は、図４７（ｃ）に示すように、プラグ４１Ｐ・４２Ｐを備
えていても良い。プラグ４１Ｐ・４２Ｐは外部に配置されたプラグ５１・５２と接続可能
である。プラグ４１Ｐ・４２Ｐ・プラグ５１・５２間は電力ラインＰＯＬ・通信専用ライ
ンＣＯＬによって接続される。
【０２３９】
　（電子機器）
　第１～第８の実施の形態に係る電力供給装置は、図４８～図４９に示すように、電子機
器７に内蔵可能である。電子機器としては、例えば、モニタ、外部ハードディスクドライ
ブ、セットトップボックス、ラップトップＰＣ、タブレットＰＣ、スマートホン、バッテ
リーチャージャシステム、パーソナルコンピュータ、ドッキングステーション、ディスプ
レイ、プリンタ、掃除機、冷蔵庫、ファクシミリ、電話機、カーナビゲーション、カーコ
ンピュータ、テレビ、メガネ、ヘッドマウントディスプレイ、扇風機、エアコン、レーザ
ディスプレイ若しくは壁コンセントなどさまざまな機器を適用可能である。
【０２４０】
　コンセント１に接続可能なプラグ２と電子機器７をケーブルを用いて接続する結線例で
あって、電子機器７内部に電力供給装置４１・４２およびリセプタクル４１Ｒ・４２Ｒを
内蔵する内部回路７１・７２を備える例は、図４８（ａ）に示すように表される。
【０２４１】
　また、コンセント１に接続可能なプラグ２を電子機器７に内蔵し、電子機器７内部に電
力供給装置４１・４２およびリセプタクル４１Ｒ・４２Ｒを内蔵する内部回路７１・７２
を備える例は、図４８（ｂ）に示すように表される。
【０２４２】
　図４８（ａ）・図４８（ｂ）において、リセプタクル４１Ｒ・４２Ｒ間は、電力ライン
ＰＯＬ・通信専用ラインＣＯＬによって接続可能である。
【０２４３】
　コンセント１に接続可能なプラグ２を電子機器７に内蔵し、電子機器７内部に電力供給
装置４１・４２およびリセプタクル４１Ｒ・４２Ｒを内蔵する内部回路７１・７２を備え
る例において、１つの内部回路７２内に外部に接続されるリセプタクル４３Ｒを有する例
は、図４９（ａ）に示すように表される。
【０２４４】
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　また、コンセント１に接続可能なプラグ２を電子機器７に内蔵し、電子機器７内部に電
力供給装置４１・４２およびリセプタクル４１Ｒ・４２Ｒを内蔵する内部回路７１・７２
を備える例において、１つの内部回路７２内に外部に接続される複数のリセプタクル４３
Ｒ・４４Ｒを有する例は、図４９（ｂ）に示すように表される。
【０２４５】
　図４９（ａ）・図４９（ｂ）においても、リセプタクル４１Ｒ・４２Ｒ間は、電力ライ
ンＰＯＬ・通信専用ラインＣＯＬによって接続可能である。
【０２４６】
　（保護機能）
　接続対象をスマートホン１６０とする場合の実施の形態に係る電力供給装置４の保護機
能の説明図は、図５０（ａ）に示すように表され、接続対象をラップトップＰＣ１４０と
する場合の実施の形態に係る電力供給装置４の保護機能の説明図は、図５０（ｂ）に示す
ように表される。
【０２４７】
　実施の形態に係る電力供給装置４は、図５０（ａ）・図５０（ｂ）に示すように、１次
側過電力保護回路（ＯＰＰ１）８１・８３と、１次側過電力保護回路（ＯＰＰ１）８１・
８３と接続された２次側過電力保護回路（ＯＰＰ２）８２・８４とを備えていても良い。
１次側過電力保護回路（ＯＰＰ１）８１・８３は、１次側コントローラ（図示省略）に接
続される。また、１次側過電力保護回路（ＯＰＰ１）８１・８３は、１次側コントローラ
に内蔵されていても良い。２次側過電力保護回路（ＯＰＰ２）８２・８４は、絶縁双方向
回路３４・２次側コントローラ１６に接続される。
【０２４８】
　リセプタクル４１Ｒに接続される対象機器（セット）に応じて、リセプタクル４１Ｒに
おける電力情報・通信制御情報が絶縁双方向回路３４から２次側過電力保護回路（ＯＰＰ
２）８２・８４に伝送され、更に２次側過電力保護回路（ＯＰＰ２）８２・８４は、この
電力情報・通信制御情報を１次側過電力保護回路（ＯＰＰ１）８１・８３に伝送する。こ
の結果、リセプタクル４１Ｒに接続される対象機器（セット）に応じて、過電流検出設定
値を変更し、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の電力切り替えを実施可能である。
【０２４９】
　リセプタクル４１Ｒにおける電力情報・通信制御情報が過電流検出設定値を超えたか否
かの判断は、１次側過電力保護回路（ＯＰＰ１）８１・２次側過電力保護回路（ＯＰＰ２
）８２のいずれで実施しても良い。
【０２５０】
　リセプタクル４１Ｒにおける電力情報・通信制御情報が過電流（過電力）検出設定値を
超えたと判断された場合には、１次側過電力保護回路（ＯＰＰ１）８１・８３は、１次側
コントローラ（図示省略）に過電流（過電力）保護制御信号を送信して、ＤＣ／ＤＣコン
バータ１３の電力抑制のための切り替えを実施可能である。
【０２５１】
　実施の形態に係る電力供給装置４には、過電流保護（ＯＣＰ：Over Current Protectio
n）、過電力保護（ＯＰＰ：Over Power Protection）、過電圧（ＯＶＰ：Over Voltage P
rotection）保護、過負荷保護（ＯＬＰ：Over Load Protection）、過温度保護(ＴＳＤ:T
hermal Shut Down)などの諸機能を適用可能である。
【０２５２】
　実施の形態に係る電力供給装置４には、例えば、１次側コントローラ（図示省略）に何
らかのセンサ素子を接続し、このセンサ素子の特性に応じて保護を実施するセンサ（ＳＥ
ＮＳＯＲ）保護機能を備えていても良い。
【０２５３】
　実施の形態に係る電力供給装置４において、過電流（過電力）検出設定値を変更する場
合は、上記のように、リセプタクル４１Ｒにおける電力情報・通信制御情報を絶縁双方向
回路３４・２次側過電力保護回路（ＯＰＰ２）８２・８４を介して１次側過電力保護回路
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（ＯＰＰ１）８１・８３に伝送し、リセプタクル４１Ｒに接続される対象機器（セット）
に応じて、過電流検出設定値を変更し、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３の電力切り替えを実施
可能である。
【０２５４】
　また、実施の形態に係る電力供給装置４において、過電流（過電力）検出設定値を変更
する場合は、リセプタクル４１Ｒにおける電力情報・通信制御情報を絶縁双方向回路３４
から直接１次側過電力保護回路（ＯＰＰ１）８１・８３に伝送して、１次側過電力保護回
路（ＯＰＰ１）８１・８３において、直接設定値を変更するようにしても良い。
【０２５５】
　また、実施の形態に係る電力供給装置４の外部から直接１次側過電力保護回路（ＯＰＰ
１）８１・８３に伝送するようにしても良い。
【０２５６】
　このように、実施の形態に係る電力供給装置４においては、１次側過電力保護回路（Ｏ
ＰＰ１）８１・８３において、リセプタクル４１Ｒに接続される対象機器（セット）に応
じて、供給電力レベルを変更可能である。この結果、異常状態における対象機器（セット
）の破壊を防止可能である。
【０２５７】
　接続対象をスマートホン１６０とする場合、スマートホン１６０（電力量５Ｖ・１Ａ＝
５Ｗ）に対して、絶縁双方向回路３４から２次側過電力保護回路（ＯＰＰ２）８２に、例
えば、７Ｗの電力情報・通信制御情報が伝送されると、２次側過電力保護回路（ＯＰＰ２
）８２から１次側過電力保護回路（ＯＰＰ１）８１にこの７Ｗの電力情報・通信制御情報
が伝送され、１次側過電力保護回路（ＯＰＰ１）８１において、７Ｗから例えば１０Ｗへ
の過電流（過電力）検出設定値ＵＰの切り替え（ＳＷ）を行う。この結果、実施の形態に
係る電力供給装置４のＤＣ／ＤＣコンバータでは、１０Ｗまでの電力伝送可能になる。
【０２５８】
　接続対象をラップトップＰＣ１４０とする場合、ラップトップＰＣ１４０（電力量２０
Ｖ・３Ａ＝６０Ｗ）に対して、絶縁双方向回路３４から２次側過電力保護回路（ＯＰＰ２
）８４に、例えば、８０Ｗの電力情報・通信制御情報が伝送されると、２次側過電力保護
回路（ＯＰＰ２）８４から１次側過電力保護回路（ＯＰＰ１）８３にこの８０Ｗの電力情
報・通信制御情報が伝送され、１次側過電力保護回路（ＯＰＰ１）８３において、８０Ｗ
から例えば１００Ｗへの過電流（過電力）検出設定値ＵＰの切り替え（ＳＷ）を行う。こ
の結果、実施の形態に係る電力供給装置４のＤＣ／ＤＣコンバータでは、１００Ｗまでの
電力伝送可能になる。
【０２５９】
　（リセプタクル／プラグ）
　リセプタクルを搭載したＡＣアダプタ・ＡＣチャージャ・電子機器・ドッキングステー
ションに適用可能な実施の形態に係る電力供給装置８５は、図５１に示すように、例えば
ＡＣ電源１００Ｖ～１１５Ｖを有するコンセントに接続可能であり、かつ電力ラインＰＯ
Ｌ・通信専用ラインＣＯＬに接続されたプラグを挿入可能である。プラグ構造の例は、図
３７若しくは図５４に示される。
【０２６０】
　電力ラインＰＯＬは、リセプタクルの上側電力端子ＰＵ・下側電力端子ＰＤのいずれに
も接続可能であり、通信専用ラインＣＯＬは、リセプタクルの上側通信端子ＣＵ・下側通
信端子ＣＤのいずれにも接続可能である。
【０２６１】
　電力ラインＰＯＬには電力情報が伝送可能であり、通信専用ラインＣＯＬには通信制御
情報が伝送可能である。実施の形態に係る電力供給装置を搭載したＡＣアダプタ・ＡＣチ
ャージャ・電子機器・ドッキングステーションに適用可能な電力供給装置８５は、図５４
に示すように、電力端子ＰＵ・ＰＤ、通信端子ＣＵ・ＣＤのいずれも接続可能であり、対
応するプラグの上下（表裏）を選ぶ必要が無く、使用勝手が良い。ここで、リセプタクル
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の上側電力端子ＰＵ・下側電力端子ＰＤは、図３４・図３５に示されたリセプタクル４１
Ｒ（４２Ｒ）の上側ＶＢＵＳ端子・下側ＶＢＵＳ端子に対応している。また、リセプタク
ルの上側通信端子ＣＵ・下側通信端子ＣＤは、図３４・図３５に示されたリセプタクル４
１Ｒ（４２Ｒ）の上側通信端子ＣＣ１（ＣＣ２）・下側通信端子ＣＣ１（ＣＣ２）に対応
している。なお、他の端子については、図示を省略し、簡略化表示している。
【０２６２】
　また、リセプタクルを搭載したＡＣアダプタ・ＡＣチャージャ・電子機器・ドッキング
ステーションに適用可能な実施の形態に係る電力供給装置８６は、図５２に示すように、
例えばＡＣ電源２３０Ｖを有するコンセントに接続可能であり、かつかつ電力ラインＰＯ
Ｌ・通信専用ラインＣＯＬに接続されたプラグを挿入可能である。プラグ構造の例は、図
３７若しくは図５４に示される。
【０２６３】
　また、リセプタクルを搭載したＡＣアダプタ・ＡＣチャージャ・電子機器・ドッキング
ステーションに適用可能な実施の形態に係る電力供給装置８７は、図５３に示すように、
例えばＡＣ電源１００Ｖ～１１５Ｖを有するコンセントに接続可能であり、かつ電力ライ
ンＰＯＬ・通信専用ラインＣＯＬに接続された複数のプラグを挿入可能である。プラグ構
造の例は、図３７若しくは図５４に示される。
【０２６４】
　絶縁双方向回路３４は、ＡＣアダプタ・ＡＣチャージャ・電子機器・ドッキングステー
ションに１個若しくは複数内蔵可能である。このような絶縁双方向回路３４の信号変換・
切替回路動作によって、電力供給装置８５・８６・８７の出力の取り出し個数を様々に選
択可能である。例えば、取り出し個数比を１：Ｎ、１：１、Ｎ：１としても良い。ここで
、Ｎは２以上の整数である。また、ＵＳＢＰＤリセプタクルと併用することも可能である
。
【０２６５】
　また、プラグ２を搭載したＡＣアダプタ・ＡＣチャージャ・電子機器・ドッキングステ
ーションに適用可能な実施の形態に係る電力供給装置８８は、図５４に示すように、例え
ばＡＣ電源１００Ｖ～１１５Ｖを有するコンセントや、ＡＣ電源２３０Ｖを有するコンセ
ントに接続可能である。プラグ２は、図４４（ａ）・図４４（ｃ）、図４５（ａ）・図４
５（ｃ）、図４６（ａ）・図４６（ｃ）、図４７（ａ）・図４７（ｃ）の形態と同義であ
る。また、プラグ２は、ＵＳＢ－ＰＤにも適用可能であっても良い。したがって、図５４
において、プラグ２は、改良型ＵＳＢプラグと呼称することができる。
【０２６６】
　（電力供給システム）
　実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいては、ケーブルの
方向を変えることなく、電力のソースを切り替えることができる。例えば、外部機器から
ラップトップＰＣのバッテリーの充電と、ラップトップＰＣのバッテリーから外部機器（
ディスプレイなど）の給電をケーブルの差し替えなしで実現可能である。
【０２６７】
　また、電力ラインＰＯＬ・通信専用ラインＣＯＬを介して、２つのユニット間で、電力
伝送・半二重データ通信を実現可能である。
【０２６８】
　実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、バッテリーチ
ャージャシステムとラップトップＰＣとの間では、ＤＣ電力供給（ＤＣ出力ＶＢＵＳ）と
データ通信を電力ラインＰＯＬ・通信専用ラインＣＯＬを用いて伝送可能である。ここで
、バッテリーチャージャシステム・ラップトップＰＣには、実施の形態に係る電力供給装
置が搭載される。
【０２６９】
　実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、スマートホン
とラップトップＰＣとの間においても、ＤＣ電力供給（ＤＣ出力ＶＢＵＳ）、データ通信
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を電力ラインＰＯＬ・通信専用ラインＣＯＬを用いて伝送可能である。ここで、スマート
ホン・ラップトップＰＣには、実施の形態に係る電力供給装置が搭載される。
【０２７０】
　実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、２つのパーソ
ナルコンピュータＰＣＡ・ＰＣＢ間のデータ通信および電力供給を説明する模式的ブロッ
ク構成は、図５５に示すように表される。図５５において、ＤＣ／ＤＣコンバータは図示
を省略し、絶縁双方向回路３４Ａ・３４Ｂおよび２次側コントローラ１６Ａ・１６Ｂが示
されている。パーソナルコンピュータＰＣＡ・ＰＣＢには、実施の形態に係る電力供給装
置が搭載されている。
【０２７１】
　パーソナルコンピュータＰＣＡ・ＰＣＢ間は、電力ラインＰＯＬおよび通信専用ライン
ＣＯＬを介して接続される。通信専用ラインＣＯＬは制御端子ＣＴ１・ＣＴ２間に接続さ
れる。
【０２７２】
　図５５に示すように、制御端子ＣＴ１は絶縁双方向回路３４Ａに接続され、制御端子Ｃ
Ｔ２は絶縁双方向回路３４Ｂに接続される。絶縁双方向回路３４Ａ・３４Ｂと制御端子Ｃ
Ｔ１・ＣＴ２間は、ＡＣ結合キャパシタＣCを介して接続しても良い。また、パーソナル
コンピュータＰＣＡには、バッテリーＥとバッテリーＥに接続されるバッテリーチャージ
ャＩＣ（ＣＨＧ）５３が搭載され、パーソナルコンピュータＰＣＢには、パワーマネージ
メントＩＣ（ＰＭＩＣ：Power Management IC）５４が搭載されている。なお、フィルタ
回路を構成するインダクタンスＬＦ・ＣＦは、それぞれ省略可能である。
【０２７３】
　実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいては、例えば、パ
ーソナルコンピュータＰＣＢからパーソナルコンピュータＰＣＡのバッテリーＥの充電と
、パーソナルコンピュータＰＣＡのバッテリーＥからパーソナルコンピュータＰＣＢの給
電をケーブルの差し替えなしで実現可能である。
【０２７４】
　また、通信専用ラインＣＯＬには、絶縁双方向回路３４Ａ・３４Ｂが接続されていて、
パーソナルコンピュータＰＣＡ・ＰＣＢ間において、例えば、半二重データ通信を実現し
ている。ここで、キャリア周波数は、例えば、約２３．２ＭＨｚであり、ＦＳＫ変復調周
波数は、例えば、約３００ｋｂｐｓである。ここで、符号誤り率（ＢＥＲ：Bit Error Ra
te）は、例えば、約１×１０-6であり、ビスト（ＢＩＳＴ：built-in self test）用のＬ
ＳＩを内蔵していても良い。
【０２７５】
　実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、２つのユニッ
ト５６・５８間のデータ通信および電力供給を説明する模式的ブロック構成は、図５６に
示すように表される。
【０２７６】
　２つのユニット５６・５８間は、電力ラインＰＯＬおよび通信専用ラインＣＯＬにより
接続される。電力ラインＰＯＬおよび通信専用ラインＣＯＬは、２つのユニット５６・５
８に内蔵されるリセプタクル４１Ｒ・４２Ｒにプラグ接続される。
【０２７７】
　２つのユニット５６・５８は、任意の電子機器であり、実施の形態に係る電力供給装置
が搭載されている。図５６において、ＤＣ／ＤＣコンバータは図示を省略し、絶縁双方向
回路３４Ａ・３４Ｂが示されている。ＡＣ結合キャパシタＣCは省略されている。
【０２７８】
　実施の形態に係る電力供給装置を内蔵したＡＣアダプタ／ＡＣチャージャ３・スマート
ホン１６０からなる電力供給システムの模式的ブロック構成は、図５７に示すように表さ
れる。
【０２７９】
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　ＡＣアダプタ／ＡＣチャージャ３・スマートホン１６０間は、電力ラインＰＯＬおよび
通信専用ラインＣＯＬにより接続される。電力ラインＰＯＬおよび通信専用ラインＣＯＬ
は、ＡＣアダプタ／ＡＣチャージャ３・スマートホン１６０に内蔵されるリセプタクル４
１Ｒ・４２Ｒにプラグ接続される。
【０２８０】
　ＡＣアダプタ／ＡＣチャージャ３・スマートホン１６０には、実施の形態に係る電力供
給装置が搭載されている。図５７において、ＤＣ／ＤＣコンバータは図示を省略し、絶縁
双方向回路３４Ａ・３４Ｂが示されている。
【０２８１】
　ＡＣアダプタ／ＡＣチャージャ３は、ＡＣ／ＤＣコンバータ６０・絶縁双方向回路３４
Ａを備える。スマートホン１６０は、絶縁双方向回路３４Ｂ・組込み型コントローラ（Ｅ
ＭＢＣ）６４・ＣＰＵ６８・ＰＭＩＣ５４・バッテリー６６・バッテリーチャージャＩＣ
（ＣＨＧ）６２を備える。絶縁双方向回路３４Ａ・３４Ｂとリセプタクル４１Ｒ・４２Ｒ
間には、ＡＣ結合キャパシタＣCを備えていても良い。なお、フィルタ回路を構成するイ
ンダクタンスＬＦ・ＣＦは、それぞれ省略可能である。
【０２８２】
　実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいては、例えば、Ａ
Ｃアダプタ／ＡＣチャージャ３からスマートホン１６０のバッテリー６６の充電と、スマ
ートホン１６０のバッテリー６６から外部機器の給電をケーブルの差し替えなしで実現可
能である。
【０２８３】
　実施の形態に係る電力供給装置を内蔵した２つのユニット５６・５８からなる電力供給
システムの模式的ブロック構成は、図５８に示すように表される。
【０２８４】
　２つのユニット５６・５８間は、電力ラインＰＯＬおよび通信専用ラインＣＯＬにより
接続される。電力ラインＰＯＬおよび通信専用ラインＣＯＬは、２つのユニット５６・５
８に内蔵されるリセプタクル４１Ｒ・４２Ｒにプラグ接続される。
【０２８５】
　２つのユニット５６・５８には、実施の形態に係る電力供給装置が搭載されている。図
５８において、ＤＣ／ＤＣコンバータは図示を省略し、絶縁双方向回路３４Ａ・３４Ｂが
示されている。
【０２８６】
　ユニット５６は、ＡＣ／ＤＣコンバータ６０・絶縁双方向回路３４Ａを備え、ユニット
５８は、絶縁双方向回路３４Ｂ・負荷７０を備える。絶縁双方向回路３４Ａ・３４Ｂとリ
セプタクル４１Ｒ・４２Ｒ間には、ＡＣ結合キャパシタＣCを備えていても良い。ここで
、負荷７０は、ＣＰＵ、バッテリーＢＡＴ、コントローラＣＴＲなどで構成可能である。
なお、フィルタ回路を構成するインダクタンスＬＦ・ＣＦは、それぞれ省略可能である。
【０２８７】
　実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいては、例えば、ユ
ニット５６からユニット５８の給電と、ユニット５８から外部機器の給電をケーブルの差
し替えなしで実現可能である。
【０２８８】
　また、通信専用ラインＣＯＬには、絶縁双方向回路３４Ａ・３４Ｂが接続されていて、
ユニット５６・５８間においても、例えば、半二重データ通信を実現している。
【０２８９】
　実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、図５８の構成
とは異なる２つのユニット５６・５８からなる模式的ブロック構成は、図５９に示すよう
に表される。
【０２９０】
　ユニット５６は、バッテリーＥ・ＣＰＵ６８Ａ・絶縁双方向回路３４Ａを備える。ユニ
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ット５８は、ＣＰＵ６８Ｂ・絶縁双方向回路３４Ｂ・負荷ＣＬを備える。
【０２９１】
　２つのユニット５６・５８間は、電力ラインＰＯＬおよび通信専用ラインＣＯＬにより
接続される。電力ラインＰＯＬおよび通信専用ラインＣＯＬは、２つのユニット５６・５
８に内蔵されるリセプタクル４１Ｒ・４２Ｒにプラグ接続される（図示省略）。電力ライ
ンＰＯＬはバッテリーＥ・負荷ＣＬ間に接続され、通信専用ラインＣＯＬは絶縁双方向回
路３４Ａ・３４Ｂ間に接続される。絶縁双方向回路３４Ａ・３４Ｂと通信専用ラインＣＯ
Ｌ間には、それぞれＡＣ結合キャパシタＣCを介して接続しても良い。
【０２９２】
　実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいては、例えば、ユ
ニット５８からユニット５６のバッテリーＥの充電と、ユニット５６のバッテリーＥから
ユニット５８の給電をケーブルの差し替えなしで実現可能である。また、ユニット５６・
５８間においても、例えば、半二重データ通信を実現している。
【０２９３】
　実施の形態に係る電力供給装置をグローバルに適用可能な第１の電力供給システム１０
０は、図６０に示すように、プラグを介してコンセントに接続されるモニタ１１０と、モ
ニタ１１０に接続された外部ハードディスクドライブ１２０・セットトップボックス１８
０・ラップトップＰＣ１４０・タブレットＰＣ１５０・スマートホン１６０とを備える。
ここで、モニタ１１０は、他にＴＶやドッキングステーションであっても良い。
【０２９４】
　各構成要素には、実施の形態に係る電力供給装置４が搭載されているが、図６０では、
ＤＣ／ＤＣコンバータは図示を省略し、絶縁双方向回路３４が示されている。また、通信
専用ラインＣＯＬにＡＣ結合キャパシタＣCを適用しても良い。
【０２９５】
　モニタ１１０と外部ハードディスクドライブ１２０・セットトップボックス１８０・ラ
ップトップＰＣ１４０・タブレットＰＣ１５０・スマートホン１６０との間では、電力ラ
インＰＯＬおよび通信専用ラインＣＯＬを用いて電力伝送および通信データ伝送が可能で
ある。電力ラインＰＯＬは、太い実線で示されており、通信専用ラインＣＯＬは、破線で
示されている。また、ＵＳＢＰＤを適用する場合には、破線で示される通信専用ラインＣ
ＯＬの代わりに電力ラインＰＯＬを用いても良い。また、通信専用ラインＣＯＬは、ＡＣ
結合キャパシタＣC（図示省略）を介して絶縁双方向回路３４に接続される。一方、ＡＣ
結合キャパシタＣCを介さずに直接絶縁双方向回路３４に接続されていても良い。
【０２９６】
　円形破線で示される部分は、電力ラインＰＯＬ用のケーブルと通信専用ラインＣＯＬ用
のケーブルが分離されていることを示している。電力ラインＰＯＬ用のケーブルとしては
、ＵＳＢＰＤケーブル、通信専用ラインＣＯＬ用ケーブルとしては通信専用ケーブル（Ｃ
ＯＭ）を適用可能である。また、電力ラインＰＯＬ・通信専用ラインＣＯＬ変換内蔵ケー
ブルを使用しても良い。
【０２９７】
　モニタ１１０には、ＡＣ／ＤＣコンバータ６０・絶縁双方向回路３４が搭載され、外部
ハードディスクドライブ１２０には、ＣＰＵ＋インタフェースボード１２２・絶縁双方向
回路３４が搭載され、セットトップボックス１８０には、ＣＰＵ＋インタフェースボード
１３２・絶縁双方向回路３４が搭載され、ラップトップＰＣ１４０には、ＮＶＤＣ（Narr
ow Voltage DC/DC）チャージャ１４２・ＣＰＵ１４８・ＰＣＨ（Platform Control Hub）
１４７・ＥＣ（Embedded Controller）１４６・絶縁双方向回路３４が搭載され、タブレ
ットＰＣ１５０には、ＡＣＰＵ（Application CPU）１５６・バッテリーチャージャＩＣ
（ＣＨＧ）１５８・バッテリー１５７・絶縁双方向回路３４が搭載され、スマートホン１
６０には、ＡＣＰＵ１６６・ＵＳＢバッテリーチャージャＩＣ１６２・バッテリー１７２
・絶縁双方向回路３４が搭載されている。
【０２９８】
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　実施の形態に係る電力供給装置をグローバルに適用可能な第２の電力供給システム２０
０は、図６１に示すように、プラグを介してコンセントに接続されるＵＳＢＰＤアダプタ
２３０と、ＵＳＢＰＤアダプタ２３０に接続されたラップトップＰＣ１４０と、ラップト
ップＰＣ１４０に接続された外部ハードディスクドライブ１２０・モニタ１１０・タブレ
ットＰＣ１５０・スマートホン１６０とを備える。ここで、ラップトップＰＣ１４０は、
他にドッキングステーションであっても良い。
【０２９９】
　各構成要素には、実施の形態に係る電力供給装置４が搭載されているが、図６１では、
ＤＣ／ＤＣコンバータは図示を省略し、絶縁双方向回路３４が示されている。また、通信
専用ラインＣＯＬにＡＣ結合キャパシタＣCを適用しても良い。
【０３００】
　ラップトップＰＣ１４０とＵＳＢＰＤアダプタ２３０・外部ハードディスクドライブ１
２０・モニタ１１０・タブレットＰＣ１５０・スマートホン１６０との間では、電力ライ
ンＰＯＬおよび通信専用ラインＣＯＬを用いて電力伝送および通信データ伝送が可能であ
る。
【０３０１】
　ＵＳＢＰＤアダプタ２３０には、ＡＣ／ＤＣコンバータ６０・絶縁双方向回路３４が搭
載される。ラップトップＰＣ１４０には、ＮＶＤＣチャージャ１４２・ＣＰＵ１４８・Ｐ
ＣＨ１４７・ＥＣ１４６・バッテリー１５４・ＤＣ／ＤＣコンバータ１５９・絶縁双方向
回路３４1・３４2が搭載され、モニタ１１０には、ＰＭＩＣ１１２・絶縁双方向回路３４
が搭載される。その他の構成は、第１の電力供給システム１００（図６０）と同様である
。
【０３０２】
　実施の形態に係る電力供給装置をグローバルに適用可能な第３の電力供給システム３０
０は、図６２に示すように、プラグを介してコンセントに接続されるＵＳＢＰＤアダプタ
／チャージャ３１０と、ＵＳＢＰＤアダプタ／チャージャ３１０に接続された外部ハード
ディスクドライブ１２０・モニタ１１０・セットトップボックス１８０・ラップトップＰ
Ｃ１４０・タブレットＰＣ１５０・スマートホン１６０とを備える。
【０３０３】
　各構成要素には、実施の形態に係る電力供給装置４が搭載されているが、図６２では、
ＤＣ／ＤＣコンバータは図示を省略し、絶縁双方向回路３４が示されている。また、通信
専用ラインＣＯＬにＡＣ結合キャパシタＣCを適用しても良い。
【０３０４】
　ＵＳＢＰＤアダプタ／チャージャ３１０と外部ハードディスクドライブ１２０・モニタ
１１０・セットトップボックス１８０・ラップトップＰＣ１４０・タブレットＰＣ１５０
・スマートホン１６０との間では、電力ラインＰＯＬおよび通信専用ラインＣＯＬを用い
て電力伝送および通信データ伝送が可能である。
【０３０５】
　ＵＳＢＰＤアダプタ／チャージャ３１０には、ＡＣ／ＤＣコンバータ６０・絶縁双方向
回路３４が搭載される。その他の構成は、第１の電力供給システム１００（図６０）・第
２の電力供給システム２００（図６１）と同様である。
【０３０６】
　実施の形態に係る電力供給装置をグローバルに適用可能な第４の電力供給システム４０
０は、図６３に示すように、プラグを介してコンセントに接続される高機能ＵＳＢＰＤア
ダプタ／チャージャ３３０と、高機能ＵＳＢＰＤアダプタ／チャージャ３３０に接続され
た外部ハードディスクドライブ１２０・モニタ１１０・セットトップボックス１８０・ラ
ップトップＰＣ１４０・タブレットＰＣ１５０・スマートホン１６０とを備える。
【０３０７】
　各構成要素には、実施の形態に係る電力供給装置４が搭載されているが、図６３では、
ＤＣ／ＤＣコンバータは図示を省略し、絶縁双方向回路３４が示されている。また、通信
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専用ラインＣＯＬにＡＣ結合キャパシタＣCを適用しても良い。
【０３０８】
　高機能ＵＳＢＰＤアダプタ／チャージャ３３０と外部ハードディスクドライブ１２０・
モニタ１１０・セットトップボックス１８０・ラップトップＰＣ１４０・タブレットＰＣ
１５０・スマートホン１６０との間では、電力ラインＰＯＬおよび通信専用ラインＣＯＬ
を用いて電力伝送および通信データ伝送が可能である。
【０３０９】
　高機能ＵＳＢＰＤアダプタ／チャージャ３３０には、同期ＦＥＴスイッチングコンバー
タを内蔵したＡＣ／ＤＣコンバータ６０Ａ・絶縁双方向回路３４が搭載される。その他の
構成は、第３の電力供給システム３００（図６２）と同様である。
【０３１０】
　実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、ＣＰＵ＋イン
タフェースボード１２２（１３２）内に絶縁双方向回路３４が内蔵される構成の模式的ブ
ロック構成は、図６４に示すように表わされる。すなわち、図６０～図６３に示された電
力供給システム１００～４００において、ＣＰＵ＋インタフェースボード１２２（１３２
）内に絶縁双方向回路３４およびコントローラ１６が内蔵されていても良い。この場合に
は、ＣＰＵ＋インタフェースボード１２２に電力ラインＰＯＬおよび通信専用ラインＣＯ
Ｌを用いて電力および通信データが伝送可能である。このようなＣＰＵ＋インタフェース
ボード１２２（１３２）内にコントローラ１６が内蔵されたチップは、コントローラを含
んだＣＰＵやＤＳＰやその他のコントローラとの統合チップとしても構成可能である。
【０３１１】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、出力側にフィルタコイルが不要で、実装
スペースが削減され、小型化・低コスト化かつ出力電圧値および出力可能電流量（ＭＡＸ
値）を制御可能な電力供給装置、ＡＣアダプタ、ＡＣチャージャ、電子機器および電力供
給システムを提供することができる。
【０３１２】
　[その他の実施の形態]
　上記のように、実施の形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述および図面
はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な
代替実施の形態、実施例および運用技術が明らかとなろう。
【０３１３】
　このように、ここでは記載していない様々な実施の形態等を含む。
【産業上の利用可能性】
【０３１４】
　本実施の形態の電力供給装置、ＡＣアダプタ、ＡＣチャージャ、電子機器および電力供
給システムは、家電機器、モバイル機器などに適用可能である。
【符号の説明】
【０３１５】
１…コンセント
２、５、４１Ｐ、４２Ｐ、５１、５２…プラグ
３…ＡＣアダプタ／ＡＣチャージャ
４、４Ａ、４１、４２、８５、８６、８７、８８…電力供給装置（ＰＤ）
６…ＵＳＢＰＤケーブル
７…電子機器
１０…電源供給回路
１１…ヒューズ
１２…チョークコイル
１３…ＤＣ／ＤＣコンバータ
１４…ダイオードブリッジ
１５…トランス
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１６、１６Ａ、１６Ｂ…２次側コントローラ（コントローラ）
１７…電圧電流制御回路
１８…プロトコル変換部
１９…通信回路
２０…絶縁回路
２１…エラーアンプ（ＥＡ）
２２…モニタ回路
３０…１次側コントローラ
３４、３４Ｃ、３４Ｅ、３４Ｇ、３４Ｍ、３４Ｐ、３４1、３４2…絶縁双方向回路
３５、３７…絶縁単方向回路
４１Ｒ、４２Ｒ、４３Ｒ、４４Ｒ…リセプタクル
４４…増幅器
５３、６２、１５８…バッテリーチャージャＩＣ（ＣＨＧ）
５４、１１２…パワーマネージメントＩＣ（ＰＭＩＣ）
５６、５８…ユニット
６０、６０Ａ…ＡＣ／ＤＣコンバータ
６４…組込み型コントローラ（ＥＭＢＣ）
６６、１５４、１５７、１７２…バッテリー
６８、６８Ａ、６８Ｂ、１４８…ＣＰＵ
７０…負荷
７１、７２…内部回路
８１、８３…１次側ＯＰＰ回路部
８２、８４…２次側ＯＰＰ回路部
１００、２００、３００、４００…電力供給システム
１１０…モニタ（ＴＶ、ドッキングステーション）
１１６、１１６1、１１６2…ポートセレクタ
１２０…外部ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）
１２２、１３２…ＣＰＵ＋インタフェースボード
１２５…ＣＰＵ
１３０…パワー出力回路
１３４…パワー入力回路
１３６…バッファ
１４０…ラップトップＰＣ
１４２…ＮＶＤＣチャージャＩＣ
１４６…ＥＣ
１４７…ＰＣＨ
１５０…タブレットＰＣ
１５６、１６６…ＡＣＰＵ
１５９…ＤＣ／ＤＣコンバータ
１６０…スマートホン
１６１…周波数変換回路（ＦＳＫ）
１６２…ＵＳＢバッテリーチャージャＩＣ
１６４…送信器
１６５…受信器
１８０…セットトップボックス
２３０…ＵＳＢＰＤアダプタ
ＣＴ、ＣＴ１、ＣＴ２、…、ＣＴｎ…制御端子
ＰＴ１、ＰＴ２、…、ＰＴｎ…ＶＢＵＳパワー出力端子
ＣC…結合キャパシタ
ＣO…出力キャパシタ
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