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(57)【要約】
　電子デバイス及び方法は、ＵＳＢ電力システムのデフ
ォルトの電流制限値を変更し得る。電子システムは、ポ
ートに連結するプラグを検出するためのケーブル検出器
コンポーネントと、電源の識別表示を判定するためのソ
ース検出器コンポーネントと、電子デバイスの入力電流
制限値又は出力電流制限値を変更するための回路構成と
を含み得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力電流制限値を変更するための電子デバイスであって、
　ケーブルのプラグを受容するためのポートと、
　前記ポートに連結する前記プラグを検出するためのケーブル検出器コンポーネントと、
　電源の識別表示を判定するためのソース検出器コンポーネントと、
　前記の判定された識別表示に基づいて、当該電子デバイスの入力電流制限値を変更する
ための、一部分がハードウェアであるロジックとを備える、電子デバイス。
【請求項２】
　前記ケーブル検出器コンポーネントが、前記ケーブルの電子標識に基づいて、前記ケー
ブルが電源供給ケーブルであると判定する、請求項１に記載の電子デバイス。
【請求項３】
　前記電子標識が、前記電源供給ケーブルの識別表示ピン及びグランドピンの特性に基づ
いている、請求項２に記載の電子デバイス。
【請求項４】
　前記ソース検出器コンポーネントが、前記ケーブルが電源供給ケーブルであると判定さ
れる場合に、ソース識別子を判定する、請求項２に記載の電子デバイス。
【請求項５】
　前記ソース識別子が、電子署名に基づいて判定される、請求項４に記載の電子デバイス
。
【請求項６】
　前記ソース識別子が、前記ケーブルのＤ＋／Ｄ－ピン上で提供される、請求項４に記載
の電子デバイス。
【請求項７】
　前記ロジックが、当該電子デバイスの前記入力電流制限値を変更するための制御装置を
含む、請求項１に記載の電子デバイス。
【請求項８】
　当該電子デバイスが、前記入力電流制限値より小さい電流制限値における電力を受け取
る、請求項１に記載の電子デバイス。
【請求項９】
　出力電流制限値を変更するための電子デバイスであって、
　ケーブルのプラグを受容するためのポートと、
　前記ポートに連結する前記プラグを検出するためのケーブル検出器コンポーネントと、
　当該電子デバイスの識別表示を提供するためのソース識別子コンポーネントと、
　当該電子デバイスの出力電流制限値を変更するとともに、前記出力電流制限値より小さ
いレベルにおける電力を提供するための、少なくとも一部分がハードウェアであるロジッ
クとを備える、電子デバイス。
【請求項１０】
　前記ケーブル検出器コンポーネントが、前記ケーブルの電子標識に基づいて、前記ケー
ブルが電源供給ケーブルであると判定する、請求項９に記載の電子デバイス。
【請求項１１】
　前記電子標識が、前記電源供給ケーブルの電力検出ピンの特性に基づいている、請求項
１０に記載の電子デバイス。
【請求項１２】
　前記ソース識別子コンポーネントが、前記ケーブルが電源供給ケーブルであると判定さ
れる場合に、ソース識別子を提供する、請求項１０に記載の電子デバイス。
【請求項１３】
　前記ソース識別子が電子署名である、請求項１２に記載の電子デバイス。
【請求項１４】
　前記ソース識別子が、前記ケーブルのＤ＋／Ｄ－ピンを通して提供される、請求項１２
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に記載の電子デバイス。
【請求項１５】
　前記ロジックが、当該電子デバイスの前記出力電流制限値を変更するための制御装置を
含む、請求項９に記載の電子デバイス。
【請求項１６】
　当該電子デバイスが電源デバイスである、請求項９に記載の電子デバイス。
【請求項１７】
　入力電流制限値を変更するための電子デバイスであって、
　ケーブルのプラグを受容するためのポートと、
　前記ポートに連結する前記プラグを検出するための手段と、
　電源の識別表示を判定するための手段と、
　前記の判定された識別表示に基づいて、当該電子デバイスの入力電流制限値を変更する
ための手段とを備える、電子デバイス。
【請求項１８】
　判定するための前記手段が、前記ケーブルの電子標識に基づいて、前記ケーブルが電源
供給ケーブルであると判定する、請求項１７に記載の電子デバイス。
【請求項１９】
　判定するための前記手段が、前記ケーブルが電源供給ケーブルであると判定される場合
に、ソース識別子を判定する、請求項１８に記載の電子デバイス。
【請求項２０】
　出力電流制限値を変更するための電子デバイスであって、
　ケーブルのプラグを受容するためのポートと、
　前記ポートに連結する前記プラグを検出するための手段と、
　当該電子デバイスの識別表示を提供するための手段と、
　当該電子デバイスの出力電流制限値を変更するとともに、前記出力電流制限値以下の電
流レベルにおける電力を提供するための手段とを備える、電子デバイス。
【請求項２１】
　検出するための前記手段が、前記ケーブルの電子標識に基づいて、前記ケーブルが電源
供給ケーブルであると判定する、請求項２０に記載の電子デバイス。
【請求項２２】
　提供するための前記手段が、前記ケーブルが電源供給ケーブルであると判定される場合
に、ソース識別子を提供する、請求項２１に記載の電子デバイス。
【請求項２３】
　１つ又は複数の命令を含むコンピュータプログラムであって、前記命令がプロセッサ上
で実行される場合に、
　電子デバイスのポートに連結するプラグを検出し、
　電源の識別表示を判定し、そして
　前記の判定された識別表示に基づいて、前記電子デバイスの入力電流制限値を変更する
ための１つ又は複数の動作を実行するように前記プロセッサを設定する、コンピュータプ
ログラム。
【請求項２４】
　１つ又は複数の命令を含むコンピュータプログラムであって、前記命令がプロセッサ上
で実行される場合に、
　電子デバイスのポートに連結するプラグを検出し、
　前記電子デバイスの識別表示を提供し、
　前記電子デバイスの出力電流制限値を変更し、そして
　前記出力電流制限値より小さい電流制限値における電力を提供する
ための１つ又は複数の動作を実行するように前記プロセッサを設定する、コンピュータプ
ログラム。
【請求項２５】
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　請求項２３又は請求項２４のいずれか一項に記載のコンピュータプログラムを記憶した
コンピュータ読取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　実施例は、電子デバイス、及び電源に関係し得る。
【背景技術】
【０００２】
　電子デバイスは、電力を提供するために、充電器（又は、充電システム）を利用し得る
。１つのタイプの充電器は、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）充電器である。多くの
異なるタイプのＵＳＢ充電器及び異なるタイプのプロトコルが存在する。一例として、Ｕ
ＳＢ２．０／３．０プロトコルは、５ボルト（Ｖ）の公称電圧を指定し得るとともに、電
流は、ポート当たり５００ミリアンペア（ｍＡ）／９００ｍＡ以下に制限され得る。別の
実例において、ＵＳＢバッテリ充電（ＢＣ）１．２プロトコルは、５Ｖの公称電圧、及び
ポート当たり１．５アンペア（Ａ）の最大許容電流を指定し得る。しかしながら、これら
の電力制限値は、全ての電子デバイス又はプラットフォームに十分であるとは限らない。
【０００３】
　構成及び実施例は、同様の数字が同様の要素のことを指す下記の図面を参照して詳細に
説明され得る。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】実例の実施例による電子デバイスを示す。
【図２】実例の実施例によるＵＳＢ電源を示す。
【図３】実例の実施例によるソース識別子を提供するステップを示すフローチャートであ
る。
【図４】実例の実施例によるソース識別子を検出するステップを示すフローチャートであ
る。
【図５】実例の実施例による電源及び電子デバイス（又は、プラットフォーム）を示す。
【図６】実例の実施例による電源及び電子デバイス（又は、プラットフォーム）を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　下記の詳細な説明では、異なる図面における同一の、対応する、及び／又は同様のコン
ポーネントを指定するために、同様の数字及び文字が使用され得る。
【０００６】
　さらに、後続する詳細な説明では、実施例は同じものに限定されないが、実例のサイズ
／モデル／値／範囲が提供され得る。実例の実施例を説明するために特定の詳細が明らか
にされる場合、実施例はこれらの特定の詳細なしで実践され得る、ということが当業者に
は明白であるはずである。
【０００７】
　電子デバイスは、携帯端末、携帯機器、モバイルコンピューティングプラットフォーム
、モバイルプラットフォーム、ラップトップコンピュータ、タブレット、ウルトラモバイ
ルパーソナルコンピュータ、モバイルインターネットデバイス、スマートフォン、携帯情
報端末、表示装置、テレビ受信機（ＴＶ）などのうちのいずれか１つであり得る。一例と
して、電子デバイスはモバイルプラットフォームであり得る。
【０００８】
　電子デバイスは、入力電圧（若しくは、電力）を受け取るため、及び／又は出力電力を
提供するためのポートを含み得る。電子デバイスは、充電器を含み得る。充電器は、負荷
に出力電圧を提供するために、（電子デバイスの）電圧レギュレータを含み得る。電圧レ
ギュレータは、調整された出力電圧を負荷に提供し得る。一例として、負荷は、表示装置
、プロセッサ、制御装置などを含み得る。
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【０００９】
　充電器は、同様に（又は、その代わりに）、出力電圧を（電子デバイスに提供された）
バッテリに提供し得る。バッテリは、充電器から受け取られた電圧によって充電され得る
。充電器は、負荷及び／又はバッテリに出力電圧を提供し得る。
【００１０】
　電子デバイスは、電源若しくはＵＳＢデバイス（例えば、マウス、キーボード）を受容
し得る（又は、それらに連結し得る）、ＵＳＢ入力ポートのようなポートを含み得る。電
子デバイスは、取り付けられたデバイス又は電源に基づいて、適切な動作を検出して、自
動的に実行し得る。
【００１１】
　電子デバイスは、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）電源供給（ＰＤ）を利用し得る
。電子デバイスのＵＳＢ充電ポートは、ＵＳＢ電源を含む複数の異なるデバイスのうちの
いずれかに連結し得る。
【００１２】
　ＵＳＢ　ＰＤは、単一ケーブル（又は、ケーブルアセンブリ）を通して、データと共に
適応性のある電源供給を提供することにより、ＵＳＢの機能を有効にし得る。ＵＳＢ　Ｐ
Ｄにおいて、電力の方向はもはや固定されない。したがって、電力分配は双方向性であり
得る。これは、電力を有する電子デバイス（ホスト又はクライアント）が別のデバイスに
電力を提供することを可能にし得る。例えば、電源（すなわち、内部バッテリ又は壁ソケ
ット）を有するディスプレイは、ラップトップ若しくは他の電子デバイスに電力を供給し
得るか、又はラップトップ若しくは他の電子デバイスを充電し得る。
【００１３】
　ＵＳＢ充電ポートは、ラップトップコンピュータが携帯機器（例えば、電話機若しくは
タブレット）を充電するか、（ＵＳＢ充電器のような）充電器がラップトップコンピュー
タを充電するか、及び／又はＵＳＢ　ＰＤ充電器がラップトップコンピュータを充電する
ような様々な機能を実行するために使用され得る。他のタイプの機能が、同様に提供され
得る。
【００１４】
　デバイスは、ＵＳＢ　ＰＤ仕様書に適合するように設計されて製造され得る。ＵＳＢ　
ＰＤ仕様書に従うコンポーネントは、標識付き（marked）ケーブル（又は、ケーブルアセ
ンブリ）を含み得る。
【００１５】
　ＵＳＢ　ＰＤ仕様書によれば、ＰＤマイクロＡコネクタ、ＰＤマイクロＡＢコネクタ、
及びＰＤマイクロＢコネクタは、３アンペアの電流制限値を、それぞれ別々に有し得る。
ＵＳＢ　ＰＤ仕様書によれば、ＰＤ標準Ａコネクタ、及びＰＤ標準Ｂコネクタは、５アン
ペアの電流制限値を、それぞれ別々に有し得る。しかしながら、ＵＳＢ２．０／３．０、
及びＢＣ１．２の電流制限値を上書きするために、ＵＳＢ　ＰＤシステムは、高価な電力
線通信トランシーバ（power　line　communication　transceiver）、及び／又は大きい
分離誘導子（isolation　inductor）を必要とし得る。
【００１６】
　ＵＳＢ　ＰＤシステムは、ケーブルがそのような５ボルトのデフォルト電圧で提供され
る場合に、ＵＳＢ　ＰＤシステムの電流制限値を確認し得る。ＵＳＢ　ＰＤのデフォルト
の電流制限値は、ＵＳＢ２．０／３．０、ＢＣ１．２、及び非ＰＤケーブルアセンブリを
使用する他のＵＳＢ充電システムの電流制限値を上書きし得る。例えば、ＰＤマイクロＡ
及びＰＤマイクロＢコネクタを有するＵＳＢ　ＰＤシステムは、５ボルト（Ｖ）の公称電
圧及び３アンペア（Ａ）のデフォルトの電流制限値を指定し得るとともに、それは、５ボ
ルト（Ｖ）の公称電圧及び５００ミリアンペア（ｍＡ）の最大許容電流を指定するＵＳＢ
２．０を上書きし得る。
【００１７】
　ＵＳＢ電源及び電子デバイスは、ＵＳＢケーブルのようなケーブルにより一緒に連結さ
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れ得る。ケーブル検出器の動作及びソース識別子の動作を含む識別方法が提供され得る。
【００１８】
　ケーブル検出器の動作は、ケーブル（又は、ケーブルアセンブリ）の電流性能を示すた
めの、コネクタ（又は、プラグコネクタ）上のＵＳＢ　ＰＤ標識に関係し得る。ソース識
別子の動作は、ＵＳＢ電源の電流制限値を示すための、ケーブルのＤ＋ピン及びＤ－ピン
上の電気的署名のようなソース識別子を提供することを含み得る。
【００１９】
　図１は、実例の実施例による電子デバイスを示す。他の実施例及び構成が、同様に提供
され得る。
【００２０】
　さらに、具体的には、図１は、ＵＳＢシンクポート２０（又は、ＵＳＢ充電ポート）、
ソース検出器コンポーネント２３、ケーブル検出器コンポーネント２８、制御装置３５、
バッテリ充電器５０（又は、充電器）、バッテリ３０、及び負荷４０を有する電子デバイ
ス１０を示す。一例として、ＵＳＢシンクポート２０は、ポートの特定のタイプに基づく
特定の色を有し得る。ＵＳＢ　ＰＤ充電ポートに関して、電力はどちらの方向（例えば、
電子デバイス１０の中へ、又は電子デバイス１０から外へ）にも流れ得る。
【００２１】
　電子デバイス及び／若しくは電源のような外部デバイスは、ＵＳＢシンクポート２０（
又は、充電ポート）に連結し得る。電源は、電力を提供するあらゆるタイプのデバイスで
あり得る。
【００２２】
　シンクポート２０は、ケーブルのコネクタ又はプラグを受容するためのレセプタクルと
して見なされ得る。
【００２３】
　ソース検出器コンポーネント２３は、ＵＳＢシンクポート２０から情報を受け取り得る
とともに、制御装置３５に情報を提供し得る。ケーブル検出器コンポーネント２８は、Ｕ
ＳＢシンクポート２０から情報を受け取り得るとともに、制御装置３５に情報を提供し得
る。
【００２４】
　制御装置３５は、電子デバイス１０の動作を制御し得る。例えば、制御装置３５は、制
御装置３５に対する入力に基づくような、充電器５０の動作を制御し得る。
【００２５】
　例えば、バッテリ３０は、バッテリパック、バッテリセル、及び／又は複数のバッテリ
セルであり得る。バッテリ３０は、電子デバイス１０のバッテリポートに提供され得る。
【００２６】
　例えば、充電器５０は、双方向性のＵＳＢバックブースト充電器として見なされ得る。
充電器５０は、バックコンバータ（又は、電圧ステップアップコンバータ）、及びブース
トコンバータ（又は、電圧ステップダウンコンバータ）の動作を提供し得る。充電器５０
が、電子デバイス１０に電力を提供し得るか、又は電子デバイス１０から電力を取り出し
得るので、充電器５０は、双方向性であると考えられ得る。充電器５０は、ブースト設定
において動作し得るか、又はバック設定において動作し得る。
【００２７】
　負荷４０は、表示装置、プロセッサなどのような様々なコンポーネントを含み得る。図
２は、実例の実施例によるＵＳＢ電源を示す。他の実施例及び構成が、同様に提供され得
る。
【００２８】
　さらに、具体的には、図２は、電源又はバッテリ６２、電圧レギュレータ６４、制御装
置６６、ソース識別子コンポーネント７２、ケーブル検出器コンポーネント７４、及びＵ
ＳＢソースポート８０を含むＵＳＢ電源６０を示す。
【００２９】
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　ケーブル検出器コンポーネント７４は、ＵＳＢソースポート８０から情報を受け取り得
るとともに、制御装置６６に情報を提供し得る。ソース識別子コンポーネント７２は、制
御装置６６から情報を受け取り得るとともに、ＵＳＢソースポート８０に情報を提供し得
る。
【００３０】
　図３は、実例の実施例によるソース識別子を提供するステップを示すフローチャートで
ある。他の実施例、動作、及び動作の順序が、同様に提供され得る。一例として、ソース
識別子は、ＵＳＢ電源から電子デバイス（すなわち、ホスト）に提供され得る。例えば、
電子デバイスはモバイルプラットフォームであり得る。
【００３１】
　さらに、具体的には、図３は、ケーブル検出が動作１０２において提供され得ることを
示す。動作１０４は、ＰＤケーブル（又は、ＰＤケーブルアセンブリ）が検出されるかど
うかの判定を含み得る。判定は、ＰＤケーブルの電子標識に基づき得る。例えば、動作１
０２において、ＰＤ標準Ａレセプタクルを有するＵＳＢシステムは、（ケーブルの）ＰＤ
プラグがレセプタクルに挿入される場合に、シールドに対するＰＤ検出ピン（すなわち、
ピン１０及び１１）の閉回路を検出し得る。非ＰＤ定格のＵＳＢ標準Ａプラグがレセプタ
クルに挿入される場合に、そのとき、動作１０２は、ＰＤ検出ピンの開回路を検出し得る
。（ＵＳＢ電源の）ケーブル検出器コンポーネントは、（コネクタ／ケーブルの）ＰＤ検
出ピンとシールドとの間の回路接続を測定（又は、判定）し得るとともに、その場合に、
動作１０４において、ＰＤ定格のプラグと非ＰＤ定格のプラグとの間を識別し得る。動作
１０４は、（複数の）ＰＤプラグを有するケーブルが検出又は判定された場合にのみソー
ス識別子を提供するための判定である。
【００３２】
　ケーブル検出器コンポーネントは、ケーブルの電子標識に基づいて、ケーブルが電源供
給ケーブルであると判定し得る。電子標識は、電源供給ケーブルの電力検出ピンの特性に
基づいている。
【００３３】
　もし判定が、ＰＤケーブル（又は、ケーブルアセンブリ）が検出されたというもの（す
なわち、肯定（YES）判定）であるならば、その場合に、ＵＳＢ電源は、動作１０６にお
いてソース識別子を提供し得る。例えば、ソース識別子は、ケーブル（又は、コネクタ）
のＤ＋／Ｄ－ピン上の電気的署名であり得る。Ｄ＋／Ｄ－ピンは、ケーブル／コネクタの
一部分であり、それはデータ転送のためのものである。しかしながら、ＵＳＢ　ＰＤにお
いて、Ｄ＋／Ｄ－ピンは電源供給のために使用されないので、Ｄ＋／Ｄ－ピンがソース識
別表示を提供し得ることを、実施例は提供し得る。
【００３４】
　ソース識別子コンポーネントは、ケーブルが電源供給ケーブルであると判定される場合
に、ソース識別子を提供し得る。ソース識別子は、電子署名であり得る。ソース識別子は
、ケーブルのＤ＋／Ｄ－ピンを通して提供され得る。
【００３５】
　ソース識別子は、ＵＳＢ電源から（充電ポートのような）電子デバイスに提供され得る
。ＵＳＢ電源は、動作１０８において、出力電流制限値を上書きし得るか、又は変更し得
る。一例として、ＵＳＢ電源の制御装置は、電源の出力電流を制限するために、ＵＳＢ電
源における電源スイッチを制御し得る。例えば、電源スイッチは、Ｐチャンネル金属酸化
膜半導体電界効果トランジスタ（ＭＯＳＦＥＴ）であり得るとともに、それは、比較器（
又は、電子比較器）の出力により制御され得る。比較器に対する入力は、測定された出力
電流、及び出力電流制限値であり得る。測定された出力電流レベルが出力電流制限値を越
える場合に、比較器は電源スイッチをオフにし得る。
【００３６】
　少なくとも一実施例において、少なくとも一部分がハードウェアであるロジックは、Ｕ
ＳＢ電源の出力電流制限値を変更し得るとともに、出力電流制限値より小さい（又は、出
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力電流制限値までの）レベルにおける電力を提供し得る。ロジックは、上記で説明された
動作を実行する制御装置、コンポーネント、及び／又は回路構成を含み得る。
【００３７】
　一方、もし動作１０４が、ＰＤケーブルアセンブリが検出されないと判定するならば（
すなわち、否定（NO）判定）、その場合に、動作１１０において、ケーブルは非ＰＤ定格
のケーブルアセンブリであると判定され得る。これは、連結されたデバイス（すなわち、
電子デバイス及びＵＳＢ電源）のための高い電流性能を有していないことを意味し得ると
ともに、ＵＳＢ電源はＰＤ電流性能を提供しないかもしれないか、及び／又は、ソース識
別子はより高いデフォルト電流を供給するために提供されないかもしれない。
【００３８】
　図４は、実例の実施例によるソース識別子を検出するステップを示すフローチャートで
ある。他の実施例、動作、及び動作の順序が、同様に提供され得る。一例として、ソース
識別子は、ＵＳＢ電源から電子デバイス（すなわち、ホスト）に提供され得る。電子デバ
イスは、したがってソース識別子を検出し得る。例えば、電子デバイスはモバイルプラッ
トフォームであり得る。
【００３９】
　さらに、具体的には、図４は、ケーブル検出が動作２０２において提供され得ることを
示す。動作２０４は、ＰＤケーブル（又は、ＰＤケーブルアセンブリ）が検出されるかど
うかの判定を含み得る。判定は、ＰＤケーブルの電子標識に基づき得る。電子標識は、（
ケーブルの）ＵＳＢコネクタの２つのピンの間のインピーダンスであり得る。例えば、３
アンペアの能力があるＰＤマイクロＢプラグは、識別表示（ＩＤ）ピンとグランドピンと
の間に１０ナノファラッドのキャパシタンスを有し得る。一方、１．５アンペアの能力が
ある非ＰＤマイクロＢプラグは、ＩＤピンとグランドピンとの間に無限のインピーダンス
を有し得るとともに、その場合に、動作２０４において、ＰＤ定格のプラグと非ＰＤ定格
のプラグとの間を識別し得る。動作２０４は、（複数の）ＰＤプラグを有するケーブルが
検出された場合にのみソース識別子を提供するための判定である。
【００４０】
　もし判定が、ＰＤケーブル（又は、ＰＤケーブルアセンブリ）が検出されたというもの
（すなわち、肯定（YES）判定）であるならば、その場合に、電子デバイスは、動作２０
６において、ソース識別子を検出し得る。一例として、ＰＤケーブルのソース識別子は、
電子標識であり得る。電子デバイス（すなわち、モバイルプラットフォーム）は、ソース
識別子を検出し得る。
【００４１】
　動作２０８において、例えばケーブルのＤ＋／Ｄ－ピン上にあり得るソース識別子（又
は、電気的署名）がソース識別表示（ＩＤ）を含むどうかの判定が行われ得る。もし判定
が、ソース識別表示が存在するというもの（すなわち、動作２０８において肯定（YES）
）であるならば、その場合に、動作２１０において、ＵＳＢポートの入力電流制限値は更
新（又は、変更）され得る。モバイルプラットフォームデバイスの場合には、バッテリ充
電制御装置が、ＵＳＢシンクポート（すなわち、ＵＳＢ充電ポート）の入力電流制限値を
調整し得る。例えば、埋め込まれた制御装置は、シリアルインタフェースを経由して、ソ
ース識別子コンポーネントからＵＳＢポートの電流制限値を読み取り得るとともに、制御
装置は、バッテリ充電制御装置に電流制限値を書き込み得る。
【００４２】
　電子デバイスは、入力電流制限値より小さい（又は、入力電流制限値までの）制限値に
おける電力を受け取り得る。
【００４３】
　少なくとも一実施例において、少なくとも一部分がハードウェアであるロジックは、判
定された識別表示に基づいて、電子デバイスの入力電流制限値を変更し得る。ロジックは
、上記で説明された動作を実行する制御装置、コンポーネント２３、２８、及び／又は回
路構成を含み得る。
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【００４４】
　一方、もし動作２０４が、ＰＤケーブル（又は、ケーブルアセンブリ）が検出されない
と判定するならば（すなわち、否定（NO）判定）、その場合に、動作２１２において、ケ
ーブルは非ＰＤ定格のケーブルであると判定され得る。これは、ケーブルがより高い電流
の能力がないとともに、電子デバイスがＰＤ定格の電流レベルを取り出してはならないこ
とを意味し得る。
【００４５】
　さらに、もし動作２０８が、ソース識別子の中にソース識別表示が含まれていないと判
定するならば、その場合に、動作２１２において、ケーブルは非ＰＤ定格のケーブルであ
ると判定され得る。
【００４６】
　図５は、実例の実施例による電源及び電子デバイスを示す。他の実施例及び構成が、同
様に提供され得る。電子デバイスは、モバイルプラットフォームのようなプラットフォー
ムであり得る。
【００４７】
　さらに、具体的には、図５は、ＵＳＢ電源３００、ＵＳＢソースポート３５０、及びケ
ーブル５００を示す。ＵＳＢソースポート３５０は、ＵＳＢ電源３００の一部分と考えら
れ得る。例えば、ＵＳＢソースポート３５０は、ＵＳＢ標準Ａレセプタクルであり得る。
ケーブル５００は、電源供給を行うためのＵＳＢ　ＰＤケーブルであり得る。
【００４８】
　図５は、同様に、電子デバイス４００、ＵＳＢシンクポート４５０、及びケーブル５０
０を示す。
【００４９】
　ＵＳＢシンクポート４５０は、電子デバイス４００の一部分と考えられ得る。例えば、
ＵＳＢシンクポート４５０は、マイクロＢレセプタクルか、又はマイクロＡＢレセプタク
ルであり得る。
【００５０】
　図５において示されるように、ＵＳＢ電源３００は、制御装置３１０、ソース識別子コ
ンポーネント３２０、及びケーブル検出器コンポーネント３３０を含み得る。制御装置３
１０は、ソース識別子コンポーネント３２０を制御し得るとともに、制御装置３１０は、
ケーブル検出器コンポーネント３３０を制御し得る。ケーブル検出器コンポーネント３３
０は、制御装置３１０に情報を提供し得る。ソース識別子コンポーネント３２０は、ＵＳ
Ｂソースポート３５０に情報を提供し得る。
【００５１】
　ソース識別子コンポーネント３２０は、上記で論じられたソース識別子コンポーネント
に対応し得る。ケーブル検出器コンポーネント３３０は、上記で論じられたケーブル検出
器コンポーネントに対応し得る。
【００５２】
　例えば、ＵＳＢソースポート３５０は、標準Ａレセプタクル、及び／又はマイクロＡＢ
レセプタクルを含む多くの異なるタイプのＵＳＢポートのうちのいずれか１つであり得る
。
【００５３】
　図５において示されるように、電子デバイス４００は、制御装置４１０、ソース検出器
コンポーネント４２０、及びケーブル検出器コンポーネント４３０を含み得る。電子デバ
イス４００は、同様に、プロセッサ、ディスプレイなどを含み得る。
【００５４】
　ソース検出器コンポーネント４２０は、上記で論じられたソース検出器コンポーネント
に対応し得る。ケーブル検出器コンポーネント４３０は、上記で論じられたケーブル検出
器コンポーネントに対応し得る。
【００５５】
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　例えば、ＵＳＢシンクポート４５０は、マイクロＢレセプタクル、及び／又はマイクロ
Ａ／Ｂレセプタクルを含む多くの異なるタイプのＵＳＢポートのうちのいずれか１つであ
り得る。
【００５６】
　（ＵＳＢ電源３００の）ケーブル検出器コンポーネント３３０は、（ケーブル５００の
）ＰＤ定格のプラグが電源３００のＵＳＢソースポート３５０に挿入される場合を検出し
得る。ケーブル検出器コンポーネント３３０は、その場合に、（ケーブル５００の）ＰＤ
定格のプラグがＵＳＢソースポート３５０及びＵＳＢ電源３００に連結されたことを表示
するために、制御装置３１０と通信し得る。制御装置３１０は、次に、ソース識別子コン
ポーネント３２０に通知し得る。
【００５７】
　ソース識別子コンポーネント３２０は、その場合に、ＵＳＢソースポート３５０（及び
、その結果ケーブル５００）に電気的署名を提供し得る。電気的署名は、ケーブル５００
を通して、そして電子デバイス４００のソース検出器コンポーネント４２０に提供され得
る。例えば、電気的署名は、抵抗回路網を使用することにより提供され得る。電気的署名
は、ＵＳＢ電源３００の高い電流性能を表し得る。制御装置３１０は、ケーブルがＰＤ定
格であることを読み取り得るか、又は判定し得るとともに、遠端の電子デバイスに対する
高い電流性能を表示するために、ソース識別子コンポーネント３２０に通知し得る。電気
的署名は、（ソース識別子コンポーネント３２０の）抵抗回路網から、そしてケーブル５
００のＤ＋／Ｄ－ピンを横断して提供され得る。電子署名は、ＰＤケーブルが検出される
か、又は判定される場合に高い電流を提供するＵＳＢ電源３００の能力に基づき得る。
【００５８】
　（電子デバイス４００の）ケーブル検出器コンポーネント４３０は、（ケーブル５００
の）ＰＤ定格のプラグが電子デバイス４００のＵＳＢシンクポート４５０に挿入される場
合を検出し得る。ケーブル検出器コンポーネント４３０は、その場合に、（ケーブル５０
０の）ＰＤ定格のプラグが電子デバイス４００に連結されたことを表示するために、制御
装置４１０と通信し得る。制御装置４１０は、次に、ソース検出器コンポーネント４２０
に通知し得る。
【００５９】
　ソース検出器コンポーネント４２０は、ＵＳＢ電源３００から電子署名を受け取り得る
。例えば、ソース検出器コンポーネント４２０は、ケーブル５００のＤ＋／Ｄ－ピンから
電子署名を受け取り得る。ソース検出器コンポーネント４２０は、電圧及びインピーダン
ス測定回路を含む回路構成を含み得る。例えば、ソース検出器コンポーネント４２０は、
電圧レベル又はインピーダンスであり得る、Ｄ＋／Ｄ－ピンを横断する電気的署名を測定
し得る。
【００６０】
　受け取られた識別表示に基づいて、制御装置は、電子デバイス４００の入力電流制限値
を制御し得る。
【００６１】
　図６は、実例の実施例による電源及び電子デバイスを示す。他の実施例及び構成が、同
様に提供され得る。電子デバイスは、モバイルプラットフォームのようなプラットフォー
ムであり得る。図６の図表は、図５の構成の更なる詳細を示すことを意図している。
【００６２】
　さらに、具体的には、図６は、ＵＳＢ電源３００、ＵＳＢソースポート３５０、電子デ
バイス４００、及びＵＳＢシンクポート４５０を更に詳細に示す。他の構成が、同様に提
供され得る。
【００６３】
　図６は、制御装置３１０、ソース識別子コンポーネント３２０、及びケーブル検出器コ
ンポーネント３３０の詳細の一実施例を示す。
【００６４】
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　図６において、ＵＳＢソースポート３５０はＵＳＢ　ＰＤ標準Ａコネクタを受容し得る
とともに、ＵＳＢシンクポート４５０はＵＳＢ　ＰＤマイクロＢコネクタを受容し得る。
ＵＳＢ　ＰＤケーブルは、ＵＳＢソースポート３５０とＵＳＢシンクポート４５０との間
に提供され得る。
【００６５】
　図示されるように、制御装置３１０は、ケーブル５００のＤ＋／Ｄ－ピンに対応する信
号線に信号を提供し得る。例えば、Ｄ＋ピンはピン２であり得るとともに、Ｄ－ピンはピ
ン３であり得る。
【００６６】
　ソース識別子コンポーネント３２０は、複数の抵抗器Ｒｌ、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５を
有する抵抗回路網３２５を含み得る。他の抵抗器、抵抗器構成、又は回路が、ソース識別
子コンポーネント３２０として提供され得る。
【００６７】
　ソース識別子コンポーネント３２０は、ピン１に対応し得るＶｂｕｓに電気的署名を提
供し得る。
【００６８】
　ケーブル検出器コンポーネント３３０は、ケーブル５００（及び、プラグ）が電源３０
０のソースポート３５０に連結されることを検出し得る。ケーブル検出器コンポーネント
３３０は、ＰＤ検出ピンとしての機能を果たし得る、プラグのピン１０及び１１に連結さ
れ得る。
【００６９】
　図６において示されるように、（ソースポート３５０に連結するべき）プラグは、ピン
１上のＶｂｕｓ、ピン２上のＤ＋、ピン３上のＤ－、ピン４上のグランド、及びピン１０
、１１上のＰＤ検出を含み得る。他の構成が、提供され得る。
【００７０】
　（シンクポート４５０に連結するべき）プラグは、ピン１上のＶｂｕｓ、ピン２上のＤ
＋、ピン３上のＤ－、ピン５上のグランド（ＧＮＤ）、ピン４上のＩＤを含み得る。
【００７１】
　ソース検出器コンポーネント４２０は、ピン２からのＤ＋入力、及びピン３からのＤ－
入力を受け取り得る。ソース検出器コンポーネント４２０は、Ｄ＋／Ｄ－入力に基づいて
、電気的署名を判定し得る。
【００７２】
　ケーブル検出器コンポーネント４３０は、電子標識（又は、マーカ）を検出するために
、ピン５及びピン４からの入力を受け取り得る。例えば、ケーブル検出器コンポーネント
４３０は、周波数レベルが変化する電流がピンを通して注入される場合にピンを横断する
電圧を測定することにより、ピンを横断するインピーダンスを判定し得る。
【００７３】
　図６において示されるように、Ｄ＋／Ｄ－ピン上の電気的署名は、抵抗回路網（Ｒｌ、
Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５）を用いて提供され得る。Ｄ＋／Ｄ－ピンを横断する電圧は、３
．３Ｖ以下であり得る。
【００７４】
　ソース検出器コンポーネント４２０は、電圧及びインピーダンス測定回路を含み得る。
【００７５】
　少なくとも一実施例において、コンピュータ読み取り可能な媒体は、（ＵＳＢ電源を含
む）電子デバイスの回路を制御するためのプログラムを記憶し得る。回路構成は、ＵＳＢ
電源３００、又は電子デバイス４００のコンポーネントを制御するように制御され得る。
プログラムは、制御装置３１０及び／若しくは制御装置４１０（又は、制御装置３１０及
び／若しくは制御装置４１０よりむしろプロセッサ）により使用され得る。プログラムは
、例えば内部にあり得るか、又は外部にあり得る、システムメモリに記憶され得る。少な
くとも一実施例において、プログラムは、ＵＳＢ電源３００又は電子デバイス４００の動
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作を制御するための制御アルゴリズムの一部分であり得る。
【００７６】
　制御装置により実行される命令若しくはコードは、機械アクセス可能な媒体、又は、１
つ若しくは複数の電子的にアクセス可能な媒体に対するアクセスを提供するリモート接続
によって（例えば、アンテナを経由するネットワーク、及び／若しくはネットワークイン
タフェースを通して）アクセス可能な外部記憶装置などから、メモリに提供され得る。機
械アクセス可能な媒体は、機械（例えば、コンピュータ）により読み取り可能な形式にお
ける情報を提供する（すなわち、記憶するか、及び／又は伝送する）あらゆるメカニズム
を含み得る。例えば、機械アクセス可能な媒体は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、
読取専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気若しくは光記憶媒体、フラッシュメモリ装置、電気、光
学、音響、又は他の形式の伝播信号（例えば、搬送波、赤外線信号、デジタル信号）など
を含み得る。代替実施例において、ハードウェアにより実現されている回路構成は、命令
若しくはコードの代わりに、又は、命令若しくはコードと組み合わせて使用され得るとと
もに、したがって、実施例は、ハードウェア回路構成及びソフトウェア命令の特定の組み
合わせに全く限定されない。
【００７７】
　プログラムは、上記で以前に論じられた実施例において実行される動作若しくは機能の
うちのいずれかを実行するコード又は命令を含み得る。
【００７８】
　下記の実例は、更なる実施例に関連する。
【００７９】
　実例１は、入力電流制限値を変更するための電子デバイスであって、ケーブルのプラグ
を受容するためのポートと、上記ポートに連結する上記プラグを検出するためのケーブル
検出器コンポーネントと、電源の識別表示を判定するためのソース検出器コンポーネント
と、上記の判定された識別表示に基づいて、当該電子デバイスの入力電流制限値を変更す
るための、一部分がハードウェアであるロジックとを備える。
【００８０】
　実例２において、実例１の主題は、任意に、上記ケーブル検出器コンポーネントが、上
記ケーブルの電子標識に基づいて、上記ケーブルが電源供給ケーブルであると判定する、
ことを含むことができる。
【００８１】
　実例３において、実例２の主題は、任意に、上記電子標識が、上記電源供給ケーブルの
識別表示ピン及びグランドピンの特性に基づいている、ことを含むことができる。
【００８２】
　実例４において、実例２の主題は、任意に、上記ソース検出器コンポーネントが、上記
ケーブルが電源供給ケーブルであると判定される場合に、ソース識別子を判定する、こと
を含むことができる。
【００８３】
　実例５において、実例４の主題は、任意に、上記ソース識別子が、電子署名に基づいて
判定される、ことを含むことができる。
【００８４】
　実例６において、実例４の主題は、任意に、上記ソース識別子が、上記ケーブルのＤ＋
／Ｄ－ピン上で提供される、ことを含むことができる。
【００８５】
　実例７において、実例４の主題は、任意に、上記ソース識別子が、上記電源と当該電子
デバイスとの間の上記ケーブルを通して提供される、ことを含むことができる。
【００８６】
　実例８において、実例１の主題は、任意に、上記ロジックが、当該電子デバイスの上記
入力電流制限値を変更するための制御装置を含む、ことを含むことができる。
【００８７】
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　実例９において、実例１の主題は、任意に、当該電子デバイスが、上記入力電流制限値
より小さい電流制限値における電力を受け取る、ことを含むことができる。
【００８８】
　実例１０において、実例１の主題は、任意に、上記ポートがユニバーサルシリアルバス
（ＵＳＢ）ポートである、ことを含むことができる。
【００８９】
　実例１１は、出力電流制限値を変更するための電子デバイスであって、ケーブルのプラ
グを受容するためのポートと、上記ポートに連結する上記プラグを検出するためのケーブ
ル検出器コンポーネントと、当該電子デバイスの識別表示を提供するためのソース識別子
コンポーネントと、当該電子デバイスの出力電流制限値を変更するとともに、上記出力電
流制限値より小さいレベルにおける電力を提供するための、少なくとも一部分がハードウ
ェアであるロジックとを備える。
【００９０】
　実例１２において、実例１１の主題は、任意に、上記ケーブル検出器コンポーネントが
、上記ケーブルの電子標識に基づいて、上記ケーブルが電源供給ケーブルであると判定す
る、ことを含むことができる。
【００９１】
　実例１３において、実例１２の主題は、任意に、上記電子標識が、上記電源供給ケーブ
ルの電力検出ピンの特性に基づいている、ことを含むことができる。
【００９２】
　実例１４において、実例１２の主題は、任意に、上記ソース識別子コンポーネントが、
上記ケーブルが電源供給ケーブルであると判定される場合に、ソース識別子を提供する、
ことを含むことができる。
【００９３】
　実例１５において、実例１４の主題は、任意に、上記ソース識別子が電子署名である、
ことを含むことができる。
【００９４】
　実例１６において、実例１４の主題は、任意に、上記ソース識別子が、上記ケーブルの
Ｄ＋／Ｄ－ピンを通して提供される、ことを含むことができる。
【００９５】
　実例１７において、実例１４の主題は、任意に、上記ソース識別子が、当該電子デバイ
スと別の電子デバイスとの間の上記ケーブルを通して提供される、ことを含むことができ
る。
【００９６】
　実例１８において、実例１１の主題は、任意に、上記ロジックが、当該電子デバイスの
上記出力電流制限値を変更するための制御装置を含む、ことを含むことができる。
【００９７】
　実例１９において、実例１１の主題は、任意に、当該電子デバイスが電源デバイスであ
る、ことを含むことができる。
【００９８】
　実例２０において、実例１１の主題は、任意に、上記ポートがユニバーサルシリアルバ
ス（ＵＳＢ）ポートである、ことを含むことができる。
【００９９】
　実例２１は、入力電流制限値を変更するための電子デバイスであって、ケーブルのプラ
グを受容するためのポートと、上記ポートに連結する上記プラグを検出するための手段と
、電源の識別表示を判定するための手段と、上記の判定された識別表示に基づいて、当該
電子デバイスの入力電流制限値を変更するための手段とを備える。
【０１００】
　実例２２において、実例２１の主題は、任意に、判定するための上記手段が、上記ケー
ブルの電子標識に基づいて、上記ケーブルが電源供給ケーブルであると判定する、ことを
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含むことができる。
【０１０１】
　実例２３において、実例２２の主題は、任意に、判定するための上記手段が、上記ケー
ブルが電源供給ケーブルであると判定される場合に、ソース識別子を判定する、ことを含
むことができる。
【０１０２】
　実例２４において、実例２２の主題は、任意に、上記ソース識別子が、電子署名に基づ
いて判定される、ことを含むことができる。
【０１０３】
　実例２５において、実例２３の主題は、任意に、上記ソース識別子が、上記ケーブルの
Ｄ＋／Ｄ－ピン上で提供される、ことを含むことができる。
【０１０４】
　実例２６において、実例２３の主題は、任意に、上記ソース識別子が、上記電源と当該
電子デバイスとの間の上記ケーブルを通して提供される、ことを含むことができる。
【０１０５】
　実例２７において、実例２１の主題は、任意に、変更するための上記手段が、当該電子
デバイスの上記入力電流制限値を変更するための制御装置を含む、ことを含むことができ
る。
【０１０６】
　実例２８において、実例２１の主題は、任意に、当該電子デバイスが、上記入力電流制
限値より小さい電流制限値における電力を受け取る、ことを含むことができる。
【０１０７】
　実例２９において、実例２１の主題は、任意に、上記ポートがユニバーサルシリアルバ
ス（ＵＳＢ）ポートである、ことを含むことができる。
【０１０８】
　実例３０は、出力電流制限値を変更するための電子デバイスであって、ケーブルのプラ
グを受容するためのポートと、上記ポートに連結する上記プラグを検出するための手段と
、当該電子デバイスの識別表示を提供するための手段と、当該電子デバイスの出力電流制
限値を変更するとともに、上記出力電流制限値以下の電流レベルにおける電力を提供する
ための手段とを備える。
【０１０９】
　実例３１において、実例３０の主題は、任意に、検出するための上記手段が、上記ケー
ブルの電子標識に基づいて、上記ケーブルが電源供給ケーブルであると判定する、ことを
含むことができる。
【０１１０】
　実例３２において、実例３１の主題は、任意に、提供するための上記手段が、上記ケー
ブルが電源供給ケーブルであると判定される場合に、ソース識別子を提供する、ことを含
むことができる。
【０１１１】
　実例３３において、実例３２の主題は、任意に、上記ソース識別子が電子署名である、
ことを含むことができる。
【０１１２】
　実例３４において、実例３２の主題は、任意に、上記ソース識別子が、上記ケーブルの
Ｄ＋／Ｄ－ピンを通して提供される、ことを含むことができる。
【０１１３】
　実例３５において、実例３２の主題は、任意に、上記ソース識別子が、当該電子デバイ
スと別の電子デバイスとの間の上記ケーブルを通して提供される、ことを含むことができ
る。
【０１１４】
　実例３６において、実例３０の主題は、任意に、変更するための上記手段が、当該電子
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デバイスの上記出力電流制限値を変更するための制御装置を含む、ことを含むことができ
る。
【０１１５】
　実例３７において、実例３０の主題は、任意に、当該電子デバイスが電源デバイスであ
る、ことを含むことができる。
【０１１６】
　実例３８において、実例３０の主題は、任意に、上記ポートがユニバーサルシリアルバ
ス（ＵＳＢ）ポートである、ことを含むことができる。
【０１１７】
　実例３９は、入力電流制限値を変更する方法であって、電子デバイスのポートに連結す
るプラグを検出するステップと、電源の識別表示を判定するステップと、上記の判定され
た識別表示に基づいて、上記電子デバイスの入力電流制限値を変更するステップとを含む
。
【０１１８】
　実例４０において、実例３９の主題は、任意に、上記プラグを検出する上記ステップが
、電子標識に基づいて、ケーブルが電源供給ケーブルであると判定するステップを含む、
ことを含むことができる。
【０１１９】
　実例４１において、実例４０の主題は、任意に、上記電子標識が、上記電源供給ケーブ
ルの識別表示ピン及びグランドピンの特性に基づいている、ことを含むことができる。
【０１２０】
　実例４２において、実例４０の主題は、任意に、上記識別表示を判定する上記ステップ
が、上記ケーブルが電源供給ケーブルであると判定される場合に、ソース識別子を判定す
るステップを含む、ことを含むことができる。
【０１２１】
　実例４３において、実例４２の主題は、任意に、上記ソース識別子が、電子署名に基づ
いて判定される、ことを含むことができる。
【０１２２】
　実例４４において、実例４２の主題は、任意に、上記ソース識別子が、上記ケーブルの
Ｄ＋／Ｄ－ピン上で提供される、ことを含むことができる。
【０１２３】
　実例４５は、出力電流制限値を変更する方法であって、電子デバイスのポートに連結す
るプラグを検出するステップと、上記電子デバイスの識別表示を提供するステップと、上
記電子デバイスの出力電流制限値を変更するステップと、上記出力電流制限値より小さい
電流制限値における電力を提供するステップとを含む。
【０１２４】
　実例４６において、実例４５の主題は、任意に、上記プラグを検出する上記ステップが
、ケーブルの電子標識に基づいて、上記ケーブルが電源供給ケーブルであると判定するス
テップを含む、ことを含むことができる。
【０１２５】
　実例４７において、実例４６の主題は、任意に、上記電子標識が、上記電源供給ケーブ
ルの電力検出ピンの特性に基づいている、ことを含むことができる。
【０１２６】
　実例４８において、実例４６の主題は、任意に、上記識別表示を提供する上記ステップ
が、上記ケーブルが電源供給ケーブルであると判定される場合に、ソース識別子を提供す
るステップを含む、ことを含むことができる。
【０１２７】
　実例４９において、実例４８の主題は、任意に、上記ソース識別子が電子署名である、
ことを含むことができる。
【０１２８】
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　実例５０において、実例４８の主題は、任意に、上記ソース識別子が、上記ケーブルの
Ｄ＋／Ｄ－ピンを通して提供される、ことを含むことができる。
【０１２９】
　実例５１おいて、実例４８の主題は、任意に、上記ソース識別子が、当該電子デバイス
と別の電子デバイスとの間の上記ケーブルを通して提供される、ことを含むことができる
。
【０１３０】
　実例５２は、１つ又は複数の命令を含むコンピュータ読み取り可能な媒体であって、上
記命令がプロセッサ上で実行される場合に、電子デバイスのポートに連結するプラグを検
出し、電源の識別表示を判定し、そして上記の判定された識別表示に基づいて、上記電子
デバイスの入力電流制限値を変更するための１つ又は複数の動作を実行するように上記プ
ロセッサを設定する。
【０１３１】
　実例５３において、実例５２の主題は、任意に、上記プラグを検出することが、電子標
識に基づいて、ケーブルが電源供給ケーブルであると判定することを含む、ことを含むこ
とができる。
【０１３２】
　実例５４において、実例５３の主題は、任意に、上記電子標識が、上記電源供給ケーブ
ルの識別表示ピン及びグランドピンの特性に基づいている、ことを含むことができる。
【０１３３】
　実例５５において、実例５３の主題は、任意に、上記識別表示を判定することが、上記
ケーブルが電源供給ケーブルであると判定される場合に、ソース識別子を判定することを
含む、ことを含むことができる。
【０１３４】
　実例５６において、実例５５の主題は、任意に、上記ソース識別子が、電子署名に基づ
いて判定される、ことを含むことができる。
【０１３５】
　実例５７において、実例５５の主題は、任意に、上記ソース識別子が、上記ケーブルの
Ｄ＋／Ｄ－ピン上で提供される、ことを含むことができる。
【０１３６】
　実例５８は、１つ又は複数の命令を含むコンピュータ読み取り可能な媒体であって、上
記命令がプロセッサ上で実行される場合に、電子デバイスのポートに連結するプラグを検
出し、上記電子デバイスの識別表示を提供し、上記電子デバイスの出力電流制限値を変更
し、そして上記出力電流制限値より小さい電流制限値における電力を提供するための１つ
又は複数の動作を実行するように上記プロセッサを設定する。
【０１３７】
　実例５９において、実例５８の主題は、任意に、上記プラグを検出することが、ケーブ
ルの電子標識に基づいて、上記ケーブルが電源供給ケーブルであると判定することを含む
、ことを含むことができる。
【０１３８】
　実例６０において、実例５９の主題は、任意に、上記電子標識が、上記電源供給ケーブ
ルの電力検出ピンの特性に基づいている、ことを含むことができる。
【０１３９】
　実例６１において、実例５８の主題は、任意に、上記識別表示を提供することが、上記
ケーブルが電源供給ケーブルであると判定される場合に、ソース識別子を提供することを
含む、ことを含むことができる。
【０１４０】
　実例６２において、実例６１の主題は、任意に、上記ソース識別子が電子署名である、
ことを含むことができる。
【０１４１】
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　実例６３において、実例６１の主題は、任意に、上記ソース識別子が、上記ケーブルの
Ｄ＋／Ｄ－ピンを通して提供される、ことを含むことができる。
【０１４２】
　実例６４において、実例６１の主題は、任意に、上記ソース識別子が、当該電子デバイ
スと別の電子デバイスとの間の上記ケーブルを通して提供される、ことを含むことができ
る。
【０１４３】
　“一実施例”、“実施例”、“実例の実施例”などへのこの明細書におけるあらゆる参
照は、実施例に関連して説明された特定の特徴、構造、又は特性が少なくとも１つの実施
例に含まれる、ということを意味する。明細書中の様々な場所におけるそのような言い回
しの出現は、必ずしも同じ実施例を全て参照しているとは限らない。さらに、特定の特徴
、構造、又は特性があらゆる実施例に関連して説明される場合に、実施例のうちの他のも
のに関連してそのような特徴、構造、又は特性に影響を及ぼすことは、当業者の理解の範
囲内にあると思われる。
【０１４４】
　実施例がその多くの実例となる実施例を参照して説明されたが、この開示の原理の精神
及び範囲に含まれることになる多数の他の修正及び実施例が当業者によって考案され得る
、ということが理解されるべきである。さらに、詳しくは、様々な変形及び修正が、構成
要素及び／又は主題の組み合わせ構成の配置において、当該開示、図面、及び添付の請求
項の範囲内で可能である。構成要素及び／又は配置における変形及び修正に加えて、代替
的用途が同様に当業者には明白であろう。

【図１】 【図２】



(18) JP 2016-531368 A 2016.10.6

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(19) JP 2016-531368 A 2016.10.6

10

20

30

40

【国際調査報告】



(20) JP 2016-531368 A 2016.10.6

10

20

30

40



(21) JP 2016-531368 A 2016.10.6

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  ンゲ，チー　リム
            アメリカ合衆国　９７１２４　オレゴン州　ヒルズボロ　ノースイースト　ヴァイニングズ　ウェ
            イ　６８８６　アパートメント　２４３２
(72)発明者  ロドリゲス，ホルヘ　ピー．
            アメリカ合衆国　９７２１０　オレゴン州　ポートランド　ノースウエスト　マーシャル　ストリ
            ート　２５６６　ユニット　ビー１
Ｆターム(参考) 5B011 EA10  EB06  GG06 
　　　　 　　  5G503 AA01  BA01  BB01  CA01  DA07 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

