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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第1のデータ線を介して充電器を電源に結合するように動作可能な検出ピンと、
　前記検出ピンに結合され、前記電源によって提供される電源電圧を分割することによっ
て前記検出ピンに検出電圧を提供するように動作可能な分圧器と、
　前記検出ピンに結合され、前記検出電圧を第1の所定の参照電圧と比較することによっ
て前記電源のタイプを識別するように動作可能な第1の比較器と
を備え、
　USBクライアントが、前記第1のデータ線に結合され、前記USBクライアントが、前記電
源によって提供される前記電源電圧を受け取り、
　さらに、前記検出ピンに結合され、前記検出電圧を第2の所定の参照電圧と比較するこ
とによって前記USBクライアントのタイプを識別するように動作可能な第2の比較器を備え
る
充電器。
【請求項２】
　前記分圧器が、前記電源電圧と前記検出ピンとの間に結合された第1の抵抗器と、前記
検出ピンと接地との間に結合された第2の抵抗器とを備える請求項1に記載の充電器。
【請求項３】
　前記充電器が、イネーブル信号によって、前記電源の前記タイプを識別するためにイネ
ーブルにされる請求項1に記載の充電器。
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【請求項４】
　前記分圧器が、第1のスイッチを介して前記電源電圧に結合され、第2のスイッチを介し
て接地に結合され、前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチが、前記イネーブル信号
によって制御される請求項3に記載の充電器。
【請求項５】
　前記第1の比較器が、前記イネーブル信号によってイネーブルにされる請求項3に記載の
充電器。
【請求項６】
　前記電源が、USBホストとACアダプタとからなる群から選択される請求項1に記載の充電
器。
【請求項７】
　前記第2の比較器が、イネーブル信号によってイネーブルにされる請求項1に記載の充電
器。
【請求項８】
　前記USBクライアントが、全速USBクライアントと、高速USBクライアントと、低速USBク
ライアントとからなる群から選択される請求項1に記載の充電器。
【請求項９】
　前記全速USBクライアントが、前記全速USBクライアントと前記電源との間の第2のデー
タ線に結合されるプルアップ抵抗器を備える請求項8に記載の充電器。
【請求項１０】
　前記高速USBクライアントが、前記高速USBクライアントと前記電源との間の第2のデー
タ線に結合されるプルアップ抵抗器を備える請求項8に記載の充電器。
【請求項１１】
　前記低速USBクライアントが、前記第1のデータ線に結合されるプルアップ抵抗器を備え
る請求項8に記載の充電器。
【請求項１２】
　前記充電器が、前記電源の前記タイプを識別するための期間内に前記検出ピンでの前記
検出電圧を複数回監視するために、イネーブルにされる請求項1に記載の充電器。
【請求項１３】
　充電電流が、前記電源の前記タイプに従って前記充電器によって設定される請求項1に
記載の充電器。
【請求項１４】
　電源を検出するための方法であって、
　第1のデータ線を介して充電器の検出ピンに電源を結合するステップと、
　前記電源から受け取られた電源電圧を、前記検出ピンで検出電圧に分割するステップと
、
　前記検出電圧を第1の所定の参照電圧と比較するステップと、
　前記第1の所定の参照電圧との前記比較の結果に従って前記電源のタイプを識別するス
テップと、
　前記第1のデータ線に結合された前記電源とUSBクライアントとの間でデータを交換する
ステップと、
　前記検出電圧を第2の所定の参照電圧と比較するステップと、
　前記第2の所定の参照電圧との前記比較の結果に従って前記USBクライアントのタイプを
識別するステップと
を含む方法。
【請求項１５】
　前記電源が、USBホストとACアダプタとからなる群から選択される請求項１４に記載の
方法。
【請求項１６】
　電源電圧を提供するための電源と、
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　前記電源電圧を受け取るため、および前記電源とデータを交換するためのUSBクライア
ントと、
　第1のデータ線を介して前記電源および前記USBクライアントに結合され、前記第1のデ
ータ線での検出電圧を監視し、前記検出電圧を第1の所定の参照電圧と比較することによ
って前記電源のタイプを識別するように、かつ前記第1のデータ線での前記検出電圧を監
視し、前記検出電圧を第2の所定の参照電圧と比較することによって前記USBクライアント
のタイプを識別するように動作可能な充電器と
を備えるシステム。
【請求項１７】
　前記電源が、USBホストとACアダプタとからなる群から選択される請求項16に記載のシ
ステム。
【請求項１８】
　前記充電器が、前記第1のデータ線を介して前記電源に結合される検出ピンを備え、前
記電源から受け取られる前記電源電圧を前記第1のデータ線で前記検出電圧に分割するた
めの分圧器を備える請求項16に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記分圧器が、前記電源電圧と前記検出ピンとの間に結合された第1の抵抗器と、前記
検出ピンと接地との間に結合された第2の抵抗器とを備える請求項18に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、2007年6月6日出願の米国仮特許出願第60/933588号に対する優先権を主張す
るものであり、その仮特許出願の全体を参照として本明細書に組み込む。
【０００２】
　本発明は、電子デバイスのための電力供給に関する。
【背景技術】
【０００３】
　今日、シングルセルLiイオン/ポリマー電池を備えるポータブル電子装置(例えば、移動
電話、MP3/MP4プレーヤ、ソケット充電器など)が広まっている。電池を充電するためにUS
Bインターフェースを介して電力を受け取ることができるUSB(ユニバーサルシリアルバス)
充電器が、ポータブル電子装置において広く使用されている。USBホストとAC(交流)アダ
プタとの両方が、電源として働き、USB充電器に電力を提供することができる。USB充電器
は、電力を受け取り、電池を充電する。しかし、USBホストとACアダプタとは、異なる内
部構造を有し、異なる充電電流で充電器が電池を充電できるようにすることができる。各
電源を区別してより良く利用するために、いくつかの種類の従来のUSB充電器は、電源を
識別し、それに従って、電池を充電するために電力を制御することができる。この例では
、2つのデータ線が、USBホスト/ACアダプタと従来のUSB充電器との間に結合される。USB
充電器は、2つのデータ線を介して受け取られるデータを分析することによって、電源がU
SBホストであるかACアダプタであるかを識別する。
【０００４】
　その結果、従来のUSB充電器では、電源のタイプを識別するために2つの入力ピンが必要
とされる。従来のUSB充電器のICパッケージは、ピン数が多いため、より大きくなること
がある。また、従来のUSB充電器のコストは、ピン数と共に増加することがある。さらに
、従来のUSB充電器は、2つのデータ線を介するデータ分析が複雑になることがあるので、
高価なシステムを必要とすることがある。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明による実施形態は、電源検出を提供するための装置および方法を提供する。一実
施形態では、充電器は、検出ピンと、分圧器と、比較器とを含む。検出ピンは、第1のデ
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ータ線を介して充電器を電源に結合する。分圧器と比較器とが、検出ピンに結合される。
分圧器は、電源によって提供される電源電圧を分割し、検出ピンで検出電圧を提供する。
比較器は、検出電圧を所定の参照電圧と比較し、その比較に従って電源のタイプを識別す
る。
【０００６】
　本発明の利点は、その例示実施形態の以下の詳細な説明から明らかになり、説明は、添
付図面に関連付けて考慮すべきである。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　次に、本発明の実施形態に詳細に言及する。本発明をいくつかの実施形態に関連して説
明するが、それらは、本発明をこれらの実施形態に限定するようには意図されていないこ
とを理解されたい。逆に、本発明は、頭記の特許請求の範囲によって定義される本発明の
精神および範囲内に含まれうる代替形態、修正形態、および等価形態を網羅するように意
図されている。
【０００８】
　一実施形態では、自律電源検出を提供することができる充電器が、検出ピンと、分圧器
と、比較器とを含む。分圧器は、検出ピンから入力電圧を受け取り、検出電圧を提供する
ことができる。比較器は、検出電圧を所定の参照電圧と比較することができ、充電器は、
比較器の比較結果に従って、充電器に結合される電源のタイプを識別することができる。
例えば、充電器は、電源がUSBホストであるかACアダプタであるかを識別することができ
る。
【０００９】
　図1は、本発明の一実施形態による電源検出システム100の概略図である。電源検出シス
テム100は、一実施形態では、USBホスト102と、USBクライアント104(例えば、全速/高速U
SBクライアント104)と、充電器(例えば、USB充電器)106とを含む。USBホスト102は、電源
として働き、電源電圧Vinを充電器106およびUSBクライアント104に提供する。充電器106
は、電源電圧Vinを受け取り、1つまたは複数の電池(簡略かつ明瞭にするために図1には図
示せず)を充電する。充電器106は、データ線D-での電圧VD(検出電圧)を監視することによ
って、電源がUSBホストであるかACアダプタであるかを識別することができる。USBクライ
アント104は、一実施形態では、データ線D+およびD-を介してUSBホスト102とデータを交
換する。
【００１０】
　さらに、USBホスト102は、一実施形態では、送信機108と、プルダウン抵抗器110および
112とを含む。送信機108は、データ線D+およびD-を介してUSBクライアント104とデータを
交換することができる。プルダウン抵抗器110は、データ線D+と接地との間に結合される
。プルダウン抵抗器112は、データ線D-と接地との間に結合される。プルダウン抵抗器110
および112の抵抗はR1であり、これは、一実施形態では、(15-15*5%)KΩ～(15+15*5%)KΩ
の範囲内にされてよい。
【００１１】
　有利には、USBホスト102は、USBクライアント104とデータを交換することができる。US
Bクライアント104は、3つのデータ速度、例えば高速、全速、および低速で信号および電
力を転送することができる。一実施形態では、USB高速信号伝送ビットレートは480Mbpsで
あり、USB全速信号伝送ビットレートは12Mbpsであり、USB低速信号伝送ビットレートは1.
5Mbpsである。一実施形態では、USBクライアント104は、プルアップ抵抗器によってデー
タ線D+またはデータ線D-を引き上げることによって、データ送信速度を示すことができる
。一実施形態では、全速または高速USBクライアントに関して、プルアップ抵抗器は、デ
ータ線D+に結合されてよく、低速USBクライアントに関して、プルアップ抵抗は、データ
線D-に結合されてよい。この実施形態では、USBクライアント104は、全速/高速USBクライ
アントであり、送信機132とプルアップ抵抗器130とを含む。送信機132は、データ線D+お
よびD-を介してUSBホスト102とデータを交換する。プルアップ抵抗器130は、データ線D+
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と電源電圧Vinとの間に結合される。プルアップ抵抗器130の抵抗はR2であり、これは、一
実施形態では、(1.5-1.5*5%)KΩ～(1.5+1.5*5%)KΩの範囲内にされてよい。
【００１２】
　充電器106は、一実施形態では、スイッチ114および120と、抵抗器116および118と、イ
ンバータ122と、比較器124および126とを含む。スイッチ114(例えば、P型金属酸化物半導
体電界効果トランジスタ)と抵抗器116とが、電源電圧Vinとデータ線D-との間に直列に結
合される。抵抗器118とスイッチ120(例えば、N型金属酸化物半導体電界効果トランジスタ
)とが、データ線D-と接地との間に直列に結合される。抵抗器116と抵抗器118とは共に、
ノードDでデータ線D-に結合される。一実施形態では、抵抗器116の抵抗はR3であり、抵抗
器118の抵抗はR4である。R3とR4とはそれぞれ、R1(プルダウン抵抗器110および112の抵抗
)よりもはるかに大きくてよく、例えばR3=R4=20R1であり、漏れを低減し、USBデータ通信
からの干渉を回避する。比較器124と126との正端子は共に、ノードDに接続され、ノードD
での電圧VDを受け取る。
【００１３】
　イネーブル信号ENが、スイッチ114および120と、比較器124および126とをイネーブル/
ディスエーブルにすることができる。イネーブル信号は、内部的に(例えば、充電器106内
の内部制御装置によって)制御されてよく、または外部的に(例えば、ユーザによって)制
御されてよい。イネーブル信号ENは、スイッチ120と、比較器124および126とに直接送信
されてよく、また、インバータ122を介してスイッチ114に送信されてよい。一実施形態で
は、電源電圧Vinが低電圧(under-voltage)ロックアウト(UVLO)電圧(例えば、3V)よりも大
きく、イネーブル信号ENがハイであるとき、スイッチ114および120がオンに切り換えられ
て、比較器124および126がイネーブルにされる。その結果、充電器106がイネーブルにさ
れて、電源検出を行う。さらに、一実施形態では、電源検出の後、イネーブル信号ENは、
ローに設定されてよく、スイッチ114および120をオフに切り換え、比較器124および126を
ディスエーブルにする。したがって、電源(例えば、USBホスト102)とUSBクライアント(例
えば、全速/高速USBクライアント104)との間のデータ通信が充電器106によって干渉され
ないようにすることができる。
【００１４】
　有利には、充電器106は、一実施形態では、ノードD(検出ピン)での電圧VD(検出電圧)を
監視することによって、電源がUSBホストであり、USBクライアントが全速/高速USBクライ
アントであることを識別することができる。充電器106がイネーブルにされて電源検出を
行うとき、ノードDでの電圧VDは、抵抗器112、116、および118を含む分圧器によって決定
されうる。ノードDで、分圧器は、電源電圧Vinを電圧VDに分割する。抵抗器112および118
は、ノードDと接地との間に互いに並列に結合される。抵抗器116は、電源電圧Vinとノー
ドDとの間に結合される。したがって、電圧VDは、以下の式によって与えることができる
。
【００１５】
【数１】

【００１６】
一実施形態では、抵抗器112および110の抵抗R1は15KΩであり、抵抗器130の抵抗R2は1.5k
Ωであり、抵抗器116の抵抗R3は、R3=20R1=300KΩに設定され、抵抗器118の抵抗R4は、R4
=20R1=300KΩに設定される。
【００１７】
　比較器124は、電圧VDを、比較器124の負端子での所定の参照電圧VR1と比較する。比較
器126は、電圧VDを、比較器126の負端子での所定の参照電圧VR2と比較する。一実施形態
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では、所定の参照電圧VR1は、0.1Vinに設定され、所定の参照電圧VR2は、0.95Vinに設定
される。そのような一実施形態では、電圧VDは、
【００１８】
【数２】

【００１９】
に等しいので、比較器124の出力B1は論理0であり、比較器126の出力B2は論理0である。
【００２０】
　図2は、本発明の別の実施形態による充電器システム200の概略図である。図1と同じ符
号を付された要素は同様の機能を有し、簡略かつ明瞭にするために、本明細書では繰り返
して説明はしない。充電器システム200は、一実施形態では、USBホスト102と、USBクライ
アント204(例えば、低速USBクライアント204)と、充電器(例えば、USB充電器)106とを含
む。低速USBクライアント204は、送信機132とプルアップ抵抗器230とを含む。前述したよ
うに、低速USBクライアントでは、プルアップ抵抗器230は、データ線D-と電源電圧Vinと
の間に結合される。プルアップ抵抗器230の抵抗はR2であり、これは、一実施形態では、(
1.5-1.5*5%)KΩ～(1.5+1.5*5%)KΩの範囲内にされてよい。
【００２１】
　有利には、充電器106は、一実施形態では、データ線D-上のノードD(検出ピン)での電圧
VD(検出電圧)を監視することによって、電源がUSBホストであり、USBクライアントが低速
USBクライアントであることを識別することができる。一実施形態では、ノードDでの電圧
VDは、抵抗器112、230、116、および118を含む分圧器によって決定される。ノードDで、
分圧器は、電源電圧Vinを電圧VDに分割する。抵抗器112および118は、ノードDと接地との
間で互いに並列に結合される。抵抗器116および230は、電源電圧VinとノードDとの間に互
いに並列に結合される。したがって、電圧VDは、以下の式によって与えることができる。
【００２２】

【数３】

【００２３】
一実施形態では、抵抗器112および110の抵抗R1は15KΩであり、抵抗器230の抵抗R2は1.5K
Ωであり、抵抗器116の抵抗R3は、R3=20R1=300KΩに設定され、抵抗器118の抵抗R4は、R4
=20R1=300KΩに設定される。
【００２４】
　同様に、比較器124は、電圧VDを所定の参照電圧VR1と比較する。比較器126は、電圧VD
を所定の参照電圧VR2と比較する。一実施形態では、所定の参照電圧VR1は、0.1Vinに設定
され、所定の参照電圧VR2は、0.95Vinに設定される。一実施形態では、電圧VDが0.9Vinに
等しいので、比較器124の出力B1は論理1であり、比較器126の出力B2は論理0である。
【００２５】
　図3は、本発明の別の実施形態による充電器システム300の概略図である。図1および図2
と同じ符号を付された要素は同様の機能を有し、簡略かつ明瞭にするために、本明細書で
は繰り返して説明はしない。電源検出システム300は、一実施形態では、ACアダプタ302と
、USBクライアント104(例えば、全速/高速USBクライアント104)と、充電器(例えば、USB
充電器)106とを含む。ACアダプタ(例えば、電話システムにおけるACアダプタ)302は、電
源として働き、電源電圧Vinを充電器106およびUSBクライアント104に提供する。ACアダプ
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タ302は、送信機308を含み、送信機308は、データ線D+およびD-を介してUSBクライアント
104とデータを交換することができる。さらに、データ線D+とD-とは、一実施形態では、A
Cアダプタ302内で互いに接続される。充電器106は、電源電圧Vinを受け取り、1つまたは
複数の電池(簡略かつ明瞭にするために図3には図示せず)を充電する。同様に、充電器106
は、データ線D-を介して、電源がUSBホストであるかACアダプタであるかを識別すること
ができる。
【００２６】
　有利には、充電器106は、一実施形態では、データ線D-上のノードD(検出ピン)での電圧
VD(検出電圧)を監視することによって、電源がACアダプタであることを識別することがで
きる。ACアダプタでは、データ線D+とD-とが互いに接続されるので、一実施形態では、電
圧VDは、電源電圧Vinにほぼ等しい。より具体的には、ノードDでの電圧VDは、一実施形態
では、抵抗器130、116、および118を含む分圧器によって決定される。ノードDで、分圧器
は、電源電圧Vinを電圧VDに分割する。抵抗器118は、ノードDと接地との間に結合される
。抵抗器116および130は、電源電圧VinとノードDとの間に互いに並列に結合される。した
がって、電圧VDは、以下の式によって与えることができる。
【００２７】
【数４】

【００２８】
一実施形態では、抵抗器130の抵抗R2は1.5kΩであり、抵抗器116の抵抗R3は300KΩであり
、抵抗器118の抵抗R4は300KΩである。
【００２９】
　同様に、比較器124は、電圧VDを所定の参照電圧VR1と比較する。比較器126は、電圧VD
を所定の参照電圧VR2と比較する。一実施形態では、所定の参照電圧VR1は、0.1Vinに設定
され、所定の参照電圧VR2は、0.95Vinに設定される。一実施形態では、電圧VDが0.995Vin
に等しいので、比較器124の出力B1は論理1であり、比較器126の出力B2は論理1である。
【００３０】
　図4は、本発明の別の実施形態による充電器システム400の概略図である。図1、図2、お
よび図3と同じ参照符号を付された要素は同様の機能を有し、簡略かつ明瞭にするために
、本明細書では繰り返して説明はしない。電源検出システム400は、一実施形態では、AC
アダプタ302と、USBクライアント204(例えば、低速USBクライアント204)と、充電器(例え
ば、USB充電器)106とを含む。
【００３１】
　同様に、充電器106は、一実施形態では、データ線D-上のノードD(検出ピン)での電圧VD
(検出電圧)を監視することによって、電源がACアダプタであることを識別することができ
る。ACアダプタでは、データ線D+とD-とが互いに接続されるので、図3に関連して説明し
たのと同様に、電圧VDは、電源電圧Vinにほぼ等しくなることがある。比較器124は、電圧
VDを所定の参照電圧VR1と比較する。比較器126は、電圧VDを所定の参照電圧VR2と比較す
る。一実施形態では、所定の参照電圧VR1は、0.1Vinに設定され、所定の参照電圧VR2は、
0.95Vinに設定される。一実施形態では、VDが電源電圧Vinにほぼ等しいので、比較器124
の出力B1は論理1であり、比較器126の出力B2は論理1である。
【００３２】
　有利には、充電器106は、単一データ線D-からのノードD(検出ピン)での電圧VD(検出電
圧)を自律的に監視することによって、電源のタイプとUSBクライアントのタイプ(例えば
、全速/高速または低速)とを検出/識別することができる。比較器124および126の出力B1
およびB2は、検出結果を示すことができる。すなわち、充電器106は、比較器124および12
6の出力(B1およびB2)に従って、電源のタイプとUSBクライアントの速度タイプとを検出/



(8) JP 5388484 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

識別することができる。表1は、一実施形態における、電源のタイプと、USBクライアント
の速度と、出力B1およびB2との間の例示的な関係を示す。
【００３３】
【表１】

【００３４】
　表1に示されるように、一実施形態では、B1は、B2が論理0である場合にUSBクライアン
トの速度タイプを示す。例えば、B2が論理0である場合、B1が論理0である場合には、USB
クライアントは、全速/高速USBクライアントとして識別される。B2が論理0である場合、B
1が論理1である場合には、USBクライアントは、低速USBクライアントとして識別される。
一実施形態では、B2は、電源がUSBホストであるかACアダプタであるかを示す。例えば、B
2が論理0である場合、電源は、USBホストとして識別される。B2が論理1である場合、電源
は、ACアダプタとして識別される。
【００３５】
　有利には、図1～図4に示されるように、充電器106は、データ線D-からの電圧VDを監視
すること、および/またはB1およびB2の出力を感知することによって、電源のタイプとUSB
クライアントの速度タイプとを検出/識別することができる。一実施形態では、データ線D
-での電圧VDは、(例えば、充電器106に提供される電源電圧Vinが低電圧ロックアウト(UVL
O)電圧よりも大きいときに)充電器106が電源投入された後、例えば5ms(ミリ秒)監視され
る。一実施形態では、充電器106は、ある期間(例えば、100ms)内、イネーブルにされて、
電圧VDを数回(例えば、100ms中に3回)監視して、比較的正確な検出を提供する。また、充
電器106は、データ線D-ではなくデータ線D+に結合されてもよく、それにより、データ線D
+での電圧を監視することによって電源とUSBクライアントの速度タイプとを検出/識別す
る。
【００３６】
　抵抗器および参照電圧の特定の値が本開示で開示されるが、そのような値は例である。
抵抗器110、112、130、および230の抵抗は、本発明の別の実施形態によれば他の値に設定
されうる。また、抵抗器116および118の抵抗、所定の参照電圧VR1およびVR2も、本発明の
機能が実現される限り、他の値に設定されうる。有利には、充電電流は、一実施形態では
、電源のタイプに従って制御されてよい。例えば、USBホスト電源が検出される場合、充
電電流は、500mA(ミリアンペア)未満に設定されてよい。ACアダプタ電源が検出される場
合、充電電流は、500mAよりも高い値(例えば、1200mA)に設定されてよい。
【００３７】
　要約すると、本発明による実施形態は、電源からの単一データ線からの電圧を自律的に
監視することによって、電源のタイプ(例えば、USBホストまたはACアダプタ)とUSBクライ
アントのタイプ(例えば、高速/全速USBクライアント、または低速USBクライアント)とを
検出/識別することができる充電器106を提供する。したがって、電源検出は、充電器106
の1つのピンのみを占有すればよく、それにより、充電器106のICパッケージのより少ない
ピン数が実現されうる。さらに、充電器106は、電源検出とUSBクライアント速度タイプ認
識とを、比較的効率良く実現することができる。その結果、本発明の充電器106は、コス
トを低減し、効率を高めることができる。
【００３８】
　図5は、本発明の一実施形態による電源検出のための方法の流れ図500である。具体的な
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ステップが図5に開示されているが、そのようなステップは例である。すなわち、本発明
は、様々な他のステップ、または図5に列挙されるステップの変形ステップを実施するの
にも適している。図5を、図1～図4と組み合わせて説明する。
【００３９】
　ブロック502で、電源が、単一データ線を介して充電器の検出ピンに結合される。一実
施形態では、電源(例えば、USBホスト102またはACアダプタ302)は、データ線D-を介して
充電器106の検出ピン(ノードD)に結合される。
【００４０】
　ブロック504で、電源から受け取られる電源電圧が、検出ピンで検出電圧に分割される
。一実施形態では、電源内のプルダウン抵抗器(存在する場合)(例えば、USBホスト102内
のプルダウン抵抗器112)、および/またはUSBクライアント内のプルアップ抵抗器(例えば
、全速/高速USBクライアント内のプルアップ抵抗器130、または低速USBクライアント内の
プルアップ抵抗器230)と協働する抵抗器116および118が、電源電圧Vinを、検出ピン(ノー
ドD)で電圧VDに分割する。
【００４１】
　ブロック506で、検出ピンでの検出電圧が、第1の所定の参照電圧と比較される。一実施
形態では、検出ピン(ノードD)での電圧VDが、比較器126によって所定の参照電圧VR2と比
較される。
【００４２】
　ブロック508で、比較の結果に従って電源のタイプが識別される。一実施形態では、比
較器126の出力B2がチェックされる。出力B2が論理0である場合、電源は、USBホストとし
て識別されてよい。出力B2が論理1である場合、電源は、ACアダプタとして識別されてよ
い。
【００４３】
　さらに、電源がUSBホストとして識別される場合、検出ピンでの検出電圧が、第2の所定
の参照電圧と比較される。一実施形態では、出力B2が論理0である場合、検出ピン(ノード
D)での電圧VDは、比較器124によって所定の参照電圧VR1と比較されてよい。比較の結果に
従って、USBクライアントの速度タイプが識別されうる。比較器124の出力B1が論理0であ
る場合、USBクライアントは、全速/高速USBクライアントとして識別されてよい。出力B1
が論理1である場合、USBクライアントは、低速USBクライアントとして識別されてよい。
【００４４】
　本明細書で採用した用語および表現は、説明のための用語として使用され、限定のため
の用語ではなく、そのような用語および表現の使用の際、図示されて説明される特徴(ま
たはその一部)の任意の等価形態を除外する意図はなく、特許請求の範囲の範囲内で様々
な修正形態が可能であることが理解される。他の修正形態、変形形態、および代替形態も
可能である。したがって、特許請求の範囲は、全てのそのような等価形態を網羅するよう
に意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の一実施形態による充電器システムの概略図である。
【図２】本発明の別の実施形態による充電器システムの概略図である。
【図３】本発明の別の実施形態による充電器システムの概略図である。
【図４】本発明の別の実施形態による充電器システムの概略図である。
【図５】本発明の一実施形態による電源検出のための方法の流れ図である。
【符号の説明】
【００４６】
　100　　電源検出システム
　102　　USBホスト
　104、204　　USBクライアント
　106　　充電器
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　108　　送信機
　110、112　　プルダウン抵抗器
　114、120　　スイッチ
　116、118　　抵抗器
　122　　インバータ
　124、126　　比較器
　130　　プルアップ抵抗器
　132　　送信機
　230　　プルアップ抵抗器
　D　　ノード
　D+、D-　　データ線
　EN　　イネーブル信号
　VD　　電圧
　Vin　　電源電圧

【図１】 【図２】
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