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(57)【要約】
　アダプタ１０及び充電制御方法。該アダプタ１０は、
電力転換ユニット１１と、電圧フィードバックユニット
１２と、電流フィードバックユニット１３と、電力調整
ユニット１４と、を含む。電力調整ユニット１４の入力
端は、電圧フィードバックユニット１２の出力端及び電
流フィードバックユニット１３の出力端に接続され、電
力調整ユニット１４の出力端は、電力転換ユニット１１
に接続されている。電力調整ユニット１４は、電圧フィ
ードバック信号と電流フィードバック信号とを受信して
、電圧フィードバック信号がアダプタ１００の出力電圧
が目標電圧に達することを示すか、又は、電流フィード
バック信号がアダプタ１００の出力電流が目標電流に達
することを示す場合に、アダプタ１０の出力電圧及び出
力電流を安定させる。該アダプタ１０は、充電プロセス
の安全性を向上させることができる。
　【選択図】　図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アダプタであって、前記アダプタが、第１充電モード及び第２充電モードをサポートし
、前記アダプタの前記第２充電モードにおける充電対象機器への充電速度が、前記アダプ
タの前記第２充電モードにおける充電対象機器への充電速度よりも速く、
　前記アダプタは、
　入力される交流を変換して、前記アダプタの出力電圧及び出力電流を取得する電力変換
ユニットと、
　入力端が前記電力変換ユニットに接続され、前記アダプタの出力電圧を測定して、前記
アダプタの出力電圧が所定の目標電圧に達するか否かを示す電圧フィードバック信号を生
成する電圧フィードバックユニットと、
　入力端が前記電力変換ユニットに接続され、前記アダプタの出力電流を測定して、前記
アダプタの出力電流が所定の目標電流に達するか否かを示す電流フィードバック信号を生
成する電流フィードバックユニットと、
　入力端が前記電圧フィードバックユニットの出力端及び前記電流フィードバックユニッ
トの出力端に接続され、出力端が前記電力変換ユニットに接続され、前記電圧フィードバ
ック信号と前記電流フィードバック信号とを受信し、前記電圧フィードバック信号が前記
アダプタの出力電圧が前記目標電圧に達することを示すか、又は、前記電流フィードバッ
ク信号が前記アダプタの出力電流が前記目標電流に達することを示す場合に、前記アダプ
タの出力電圧及び出力電流を安定させる電力調整ユニットと、
　充電インターフェースと、を含み、
　前記アダプタが前記充電インターフェースのデータ線により前記充電対象機器と双方向
通信を行うことを特徴とするアダプタ。
【請求項２】
　前記アダプタは、前記電圧フィードバックユニットに接続され、前記目標電圧の値を調
整する第１調整ユニットをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のアダプタ。
【請求項３】
　前記電圧フィードバックユニットは、
　入力端が前記電力変換ユニットに接続され、前記アダプタの出力電圧をサンプリングし
て、第１電圧を取得する電圧サンプリングユニットと、
　入力端が前記電圧サンプリングユニットの出力端に接続され、第１電圧と第１参考電圧
とを比較し、第１電圧と第１参考電圧との比較結果に基づいて、電圧フィードバック信号
を生成する電圧比較ユニットと、を含み、
　前記第１調整ユニットは、前記電圧比較ユニットに接続され、前記電圧比較ユニットに
前記第１参考電圧を提供し、前記第１参考電圧の値を調整することにより、目標電圧の値
を調整することを特徴とする請求項２に記載のアダプタ。
【請求項４】
　前記第１調整ユニットは、制御ユニットと、デジタルポテンショメータと、を含み、
　前記デジタルポテンショメータの制御端が前記制御ユニットに接続されるとともに、前
記デジタルポテンショメータの出力端が前記電圧比較ユニットに接続され、
　前記制御ユニットは、前記デジタルポテンショメータの電圧分割比を調整することによ
り、第１参考電圧の値を調整することを特徴とする請求項３に記載のアダプタ。
【請求項５】
　前記電圧比較ユニットは、第１オペアンプを含み、
　前記電圧比較ユニットの第１オペアンプの逆相入力端は、前記第１電圧を受信するため
に用いられ、
　前記電圧比較ユニットの第１オペアンプの同相入力端は、前記第１参考電圧を受信する
ために用いられ、
　前記電圧比較ユニットの第１オペアンプの出力端は、前記電圧フィードバック信号を生
成するために用いられることを特徴とする請求項３又は４に記載のアダプタ。
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【請求項６】
　前記第１調整ユニットは、前記アダプタが現在使用している第１充電モード又は第２充
電モードに基づいて、前記目標電圧の値を調整することを特徴とする請求項２から５のい
ずれか一項に記載のアダプタ。
【請求項７】
　前記アダプタは、前記電流フィードバックユニットに接続され、前記目標電流の電流値
を調整する第２調整ユニットをさらに含むことを特徴とする請求項１から６のいずれか一
項に記載のアダプタ。
【請求項８】
　前記電流フィードバックユニットは、
　入力端が前記電力変換ユニットに接続され、前記アダプタの出力電流をサンプリングし
て、前記アダプタの出力電流の大きさを示す第２電圧を取得する電流サンプリングユニッ
トと、
　入力端が前記電流サンプリングユニットの出力端に接続され、前記第２電圧と第２参考
電圧とを比較し、前記第２電圧と前記第２参考電圧との比較結果に基づいて、電流フィー
ドバック信号を生成する電流比較ユニットと、を含み、
　前記第２調整ユニットは、前記電流比較ユニットに接続され、前記電流比較ユニットに
前記第２参考電圧を提供し、前記第２参考電圧の電圧値を調整することにより、前記目標
電流の電流値を調整することを特徴とする請求項７に記載のアダプタ。
【請求項９】
　前記第２調整ユニットは、制御ユニットと第２のＤＡＣとを含み、
　前記第２のＤＡＣの入力端が前記制御ユニットに接続され、
　前記第２のＤＡＣの出力端が前記電流比較ユニットに接続され、
　前記制御ユニットは、前記第２のＤＡＣにより前記第２参考電圧の電圧値を調整するこ
とを特徴とする請求項８に記載のアダプタ。
【請求項１０】
　前記電流比較ユニットは、第２オペアンプを含み、
　前記電流比較ユニットの第２オペアンプの逆相入力端は、前記第２電圧を受信するため
に用いられ、
　前記電流比較ユニットの第２オペアンプの同相入力端は、前記第２参考電圧を受信する
ために用いられ、
　前記電流比較ユニットの第２オペアンプの出力端は、前記電流フィードバック信号を生
成するために用いられることを特徴とする請求項８又は９に記載のアダプタ。
【請求項１１】
　前記第２調整ユニットは、前記アダプタが現在使用している第１充電モード又は第２充
電モードに基づいて、前記目標電流の電流値を調整することを特徴とする請求項８から１
０のいずれか一項に記載のアダプタ。
【請求項１２】
　前記第１充電モードは定電圧モードであり、
　前記目標電圧は、前記定電圧モードにおいて、前記定電圧モードに対応する電圧であり
、
　前記目標電流は、前記アダプタの前記定電圧モードにおける出力が許容される最大電流
であり、
　前記電力調整ユニットは、具体的には、前記電圧フィードバック信号に基づいて、前記
アダプタの出力電圧を前記定電圧モードに対応する電圧に調整し、
　前記電流フィードバック信号は、前記アダプタの出力電流が前記アダプタの定電圧モー
ドにおける出力が許容される最大電流に達することを示す場合、前記アダプタの前記定電
圧モードにおける出力が許容される最大電流を超えないように前記アダプタの出力電流を
制御することを特徴とする請求項１から１１のいずれか一項に記載のアダプタ。
【請求項１３】
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　前記電力変換ユニットは、１次整流ユニットと、トランスと、２次整流ユニットと、２
次フィルタユニットと、を含み、
　前記１次整流ユニットは、脈動電圧を前記トランスに直接出力することを特徴とする請
求項１２に記載のアダプタ。
【請求項１４】
　前記アダプタの前記定電圧モードにおける出力が許容される最大電流は、前記２次フィ
ルタユニットのコンデンサの容量に基づいて決定されることを特徴とする請求項１３に記
載のアダプタ。
【請求項１５】
　前記第２充電モードが定電流モードであり、
　前記目標電圧は、前記定電流モードにおいて、前記アダプタの前記定電流モードにおけ
る出力が許容される最大電圧であり、
　前記目標電流は、前記定電流モードに対応する電流であり、
　前記電力調整ユニットは、具体的には、前記電流フィードバック信号に基づいて、前記
アダプタの出力電流を前記定電流モードに対応する電流に調整し、
　前記電圧フィードバック信号は、前記アダプタの出力電圧が前記アダプタの定電流モー
ドにおける出力が許容される最大電圧に達することを示す場合、前記アダプタの前記定電
流モードにおける出力が許容される最大電圧を超えないように前記アダプタの出力電圧を
制御することを特徴とする請求項１から１４のいずれか一項に記載のアダプタ。
【請求項１６】
　前記電圧フィードバックユニットは、第１オペアンプを含み、
　前記電圧フィードバックユニットの第１オペアンプの出力端は、前記電圧フィードバッ
ク信号を出力するために用いられ、
　前記電流フィードバックユニットは、第２オペアンプを含み、
　前記電流フィードバックユニットの第２オペアンプの出力端は、前記電流フィードバッ
ク信号を出力するために用いられ、
　前記電力調整ユニットは、第１ダイオードと、第２ダイオードと、光結合ユニットと、
パルス幅変調ＰＷＭ制御ユニットと、を含み、
　前記電圧フィードバックユニットの第１オペアンプの出力端が前記第１ダイオードのカ
ソードに接続され、前記第１ダイオードのアノードが前記光結合ユニットの入力端に接続
され、前記電流フィードバックユニットの第２オペアンプの出力端が前記第２ダイオード
のカソードに接続され、前記第２ダイオードのアノードが前記光結合ユニットの入力端に
接続され、前記光結合ユニットの出力端が前記ＰＷＭ制御ユニットの入力端に接続され、
前記ＰＷＭ制御ユニットの出力端が前記電力変換ユニットに接続されることを特徴とする
請求項１から１５のいずれか一項に記載のアダプタ。
【請求項１７】
　前記アダプタは、制御ユニットを含み、
　前記アダプタが充電対象機器と接続されているプロセスにおいて、前記制御ユニットは
、前記充電対象機器と双方向通信して、前記第２充電モードでの前記アダプタの出力を制
御することを特徴とする請求項１から１６のいずれか一項に記載のアダプタ。
【請求項１８】
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信して、前記第２充電モードでの前記
アダプタの出力を制御するプロセスは、
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信して、前記アダプタと前記充電対象
機器との間の充電モードをネゴシエーションすることを含むことを特徴とする請求項１７
に記載のアダプタ。
【請求項１９】
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信して、前記アダプタと前記充電対象
機器との間の充電モードでネゴシエーションすることは、
　前記制御ユニットが、前記充電対象機器が前記第２充電モードをオンにするか否かを問
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い合わせる第１コマンドを前記充電対象機器に送信することと、
　前記制御ユニットが、前記充電対象機器から送信された、前記充電対象機器が前記第２
充電モードをオンにすることに同意するか否かを示す前記第１コマンドの返信コマンドを
受信することと、
　前記充電対象機器が、前記第２充電モードをオンにすることに同意した場合に、前記制
御ユニットが前記第２充電モードで前記充電対象機器を充電することと、を含むことを特
徴とする請求項１８に記載のアダプタ。
【請求項２０】
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信して、前記第２充電モードでの前記
アダプタの出力を制御するプロセスは、
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信して、前記第２充電モードでの前記
アダプタから出力された前記充電対象機器を充電する充電電圧を決定することと、
　前記制御ユニットが前記目標電圧の電圧値を調整して、前記目標電圧の電圧値が、前記
第２充電モードでの前記アダプタから出力された前記充電対象機器を充電する充電電圧と
等しくなるようにすることと、を含むことを特徴とする請求項１７から１９のいずれか一
項に記載のアダプタ。
【請求項２１】
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信して、前記第２充電モードでの前記
アダプタから出力された前記充電対象機器を充電する充電電圧を決定することは、
　前記制御ユニットが、前記アダプタの出力電圧と前記充電対象機器のバッテリの現在の
電圧とが一致しているか否かを問い合わせる第２コマンドを前記充電対象機器に送信する
ことと、
　前記制御ユニットが、前記充電対象機器から送信された、前記アダプタの出力電圧と前
記バッテリの現在の電圧とが一致しているか、高めであるか、又は、低めであるかを示す
前記第２コマンドの返信コマンドを受信することと、を含むことを特徴とする請求項２０
に記載のアダプタ。
【請求項２２】
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信して、前記第２充電モードでの前記
アダプタの出力を制御するプロセスは、
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信して、前記第２充電モードでの前記
アダプタから出力された前記充電対象機器を充電する充電電流を決定することと、
　前記制御ユニットが前記第１脈動波形の電流のピーク値を調整して、前記第１脈動波形
の電流のピーク値が、前記第２充電モードでの前記アダプタから出力された前記充電対象
機器を充電する充電電流と等しくなるようにすることと、を含むことを特徴とする請求項
１７から２１のいずれか一項に記載のアダプタ。
【請求項２３】
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信して、前記第２充電モードでの前記
アダプタから出力された前記充電対象機器を充電する充電電流を決定することは、
　前記制御ユニットが前記充電対象機器の現在サポートする最大充電電流を問い合わせる
第３コマンドを前記充電対象機器に送信することと、
　前記制御ユニットが、前記充電対象機器から送信された、前記充電対象機器の現在サポ
ートする最大充電電流を示す前記第３コマンドの返信コマンドを受信することと、
　前記制御ユニットが前記充電対象機器の現在サポートする最大充電電流に基づいて、前
記第２充電モードでの前記アダプタから出力された前記充電対象機器を充電する充電電流
を決定することと、を含むことを特徴とする請求項２２に記載のアダプタ。
【請求項２４】
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信して、前記第２充電モードでの前記
アダプタの出力を制御するプロセスは、
　前記第２充電モードで充電中に、前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信し
て、前記アダプタの出力電流を調整することを含むことを特徴とする請求項１７から２３
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のいずれか一項に記載のアダプタ。
【請求項２５】
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と双方向通信して、前記アダプタの出力電流を調
整することは、
　前記制御ユニットが前記充電対象機器のバッテリの現在の電圧を問い合わせる第４コマ
ンドを前記充電対象機器に送信することと、
　前記制御ユニットが、前記アダプタから送信された、前記バッテリの現在の電圧を示す
前記第４コマンドの返信コマンドを受信することと、
　前記制御ユニットが前記バッテリの現在の電圧に基づいて、前記アダプタの出力電流を
調整することと、を含むことを特徴とする請求項２４に記載のアダプタ。
【請求項２６】
　前記アダプタは、携帯充電対象機器を充電するアダプタであることを特徴とする請求項
１から２５のいずれか一項に記載のアダプタ。
【請求項２７】
　前記アダプタは、充電プロセスを制御する制御ユニットを含み、
　前記制御ユニットが、マイクロコントローラユニットＭＣＵであることを特徴とする請
求項１から２６のいずれか一項に記載のアダプタ。
【請求項２８】
　前記アダプタは、充電インターフェースを含み、
　前記充電インターフェースが、ユニバーサル・シリアル・バスＵＳＢインターフェース
であることを特徴とする請求項１から２７のいずれか一項に記載のアダプタ。
【請求項２９】
　充電制御方法であって、前記方法は、アダプタに適用され、
　前記アダプタが、第１充電モード及び第２充電モードをサポートし、
　前記アダプタの前記第２充電モードにおける充電対象機器への充電速度が前記アダプタ
の前記第１充電モードにおける充電対象機器への充電速度より速く、
　前記方法は、
　入力される交流を変換して、前記アダプタの出力電圧及び出力電流を取得するステップ
と、
　前記アダプタの出力電圧を測定し、前記アダプタの出力電圧が所定の目標電圧に達する
か否かを示す電圧フィードバック信号を生成するステップと、
　前記アダプタの出力電流を測定し、前記アダプタの出力電流が所定の目標電流に達する
か否かを示す電流フィードバック信号を生成するステップと、
　前記電圧フィードバック信号が前記アダプタの出力電圧が前記目標電圧に達することを
示すか、又は、前記電流フィードバック信号が前記アダプタの出力電流が前記目標電流に
達することを示す場合に、前記アダプタの出力電圧及び出力電流を安定させるステップと
、
　充電インターフェースのデータ線により前記充電対象機器と双方向通信を行うステップ
と、を含むことを特徴とする充電制御方法。
【請求項３０】
　前記目標電圧の値を調整するステップをさらに含むことを特徴とする請求項２９に記載
の充電制御方法。
【請求項３１】
　前記アダプタの出力電圧を測定して、電圧フィードバック信号を生成するステップは、
　前記アダプタの出力電圧をサンプリングして、第１電圧を取得するステップと、
　前記第１電圧と第１参考電圧とを比較するステップと、
　前記第１電圧と前記第１参考電圧との比較結果に基づいて、前記電圧フィードバック信
号を生成するステップと、を含み、
　前記目標電圧の値を調整するステップは、前記第１参考電圧の値を調整することにより
、前記目標電圧の値を調整するステップを含むことを特徴とする請求項３０に記載の充電
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制御方法。
【請求項３２】
　前記第１参考電圧の値は、デジタルポテンショメータにより調整されることを特徴とす
る請求項３１に記載の充電制御方法。
【請求項３３】
　前記目標電圧の値を調整するステップは、
　前記アダプタが現在使用している第１充電モード又は第２充電モードに基づいて、前記
目標電圧の値を調整するステップを含むことを特徴とする請求項３０から３２のいずれか
一項に記載の充電制御方法。
【請求項３４】
　前記目標電流の電流値を調整するステップをさらに含むことを特徴とする請求項２９か
ら３３のいずれか一項に記載の充電制御方法。
【請求項３５】
　前記アダプタの出力電流を測定して、電流フィードバック信号を生成するステップは、
　前記アダプタの出力電流をサンプリングして、前記アダプタの出力電流の大きさを示す
第２電圧を取得するステップと、
　前記第２電圧と第２参考電圧とを比較するステップと、
　前記第２電圧と前記第２参考電圧との比較結果に基づいて、前記電流フィードバック信
号を生成するステップと、を含み、
　前記目標電流の電流値を調整するステップは、
　前記第２参考電圧の電圧値を調整することにより、前記目標電流の電流値を調整するス
テップを含むことを特徴とする請求項３４に記載の充電制御方法。
【請求項３６】
　前記第２参考電圧の値は、第２デジタルアナログコンバータＤＡＣにより調整されるこ
とを特徴とする請求項３５に記載の充電制御方法。
【請求項３７】
　前記目標電流の電流値を調整するステップは、
　前記アダプタが現在使用している第１充電モード又は第２充電モードに基づいて、前記
目標電流の電流値を調整するステップを含むことを特徴とする請求項３４から３６のいず
れか一項に記載の充電制御方法。
【請求項３８】
　前記第１充電モードが定電圧モードであり、
　前記目標電圧は、前記定電圧モードにおいて、前記定電圧モードに対応する電圧であり
、
　前記目標電流は、前記アダプタの前記定電圧モードにおける出力が許容される最大電流
であり、
　前記方法は、
　前記電圧フィードバック信号に基づいて、前記アダプタの出力電圧を前記定電圧モード
に対応する電圧に調整するステップをさらに含み、
　前記電圧フィードバック信号が前記アダプタの出力電圧が前記目標電圧に達することを
示すか、又は、前記電流フィードバック信号が前記アダプタの出力電流が前記目標電流に
達することを示す場合に、前記アダプタの出力電圧及び出力電流を安定させるステップは
、
　前記電流フィードバック信号が前記アダプタの出力電流が前記アダプタの前記定電圧モ
ードにおける出力が許容される最大電流に達することを示す場合、前記アダプタの前記定
電圧モードにおける出力が許容される最大電流を超えないように前記アダプタの出力電流
を制御するステップを含むことを特徴とする請求項２９から３７のいずれか一項に記載の
充電制御方法。
【請求項３９】
　前記アダプタは、１次整流ユニットと、トランスと、２次整流ユニットと、２次フィル
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タユニットと、を含み、
　前記１次整流ユニットは、脈動電圧を前記トランスに直接出力することを特徴とする請
求項３８に記載の充電制御方法。
【請求項４０】
　前記アダプタの前記定電圧モードにおける出力が許容される最大電流は、前記２次フィ
ルタユニットのコンデンサの容量に基づいて決定されることを特徴とする請求項３９に記
載の充電制御方法。
【請求項４１】
　前記第２充電モードが定電流モードであり、
　前記目標電圧は、前記定電流モードにおいて、前記アダプタの前記定電流モードにおけ
る出力が許容される最大電圧であり、
　前記目標電流は、前記定電流モードに対応する電流であり、
　前記方法は、
　前記電流フィードバック信号に基づいて、前記アダプタの出力電流を前記定電流モード
に対応する電流に調整するステップをさらに含み、
　前記電圧フィードバック信号が前記アダプタの出力電圧が前記目標電圧に達することを
示すか、又は、前記電流フィードバック信号が前記アダプタの出力電流が前記目標電流に
達することを示す場合に、前記アダプタの出力電圧及び出力電流を安定させるステップは
、
　前記電圧フィードバック信号が前記アダプタの出力電圧が前記アダプタの定電流モード
における出力が許容される最大電圧に達することを示す場合、前記アダプタの前記定電流
モードにおける出力が許容される最大電圧を超えないように前記アダプタの出力電圧を制
御するステップを含むことを特徴とする請求項２９から４０のいずれか一項に記載の充電
制御方法。
【請求項４２】
　前記方法は、
　前記アダプタが充電対象機器と接続されているプロセスにおいて、前記充電対象機器と
双方向通信して、前記第２充電モードでの前記アダプタの出力を制御するステップをさら
に含むことを特徴とする請求項２９から４１のいずれか一項に記載の充電制御方法。
【請求項４３】
　前記充電対象機器と双方向通信して、前記第２充電モードでの前記アダプタの出力を制
御するプロセスは、
　前記充電対象機器と双方向通信して、前記アダプタと前記充電対象機器との間の充電モ
ードをネゴシエーションするステップを含むことを特徴とする請求項４２に記載の充電制
御方法。
【請求項４４】
　前記充電対象機器と双方向通信して、前記アダプタと前記充電対象機器との間の充電モ
ードをネゴシエーションするステップは、
　前記充電対象機器が前記第２充電モードをオンにするか否かを問い合わせる第１コマン
ドを前記充電対象機器に送信するステップと、
　前記充電対象機器から送信された、前記充電対象機器が前記第２充電モードをオンにす
ることに同意するか否かを示す前記第１コマンドの返信コマンドを受信するステップと、
　前記充電対象機器が前記第２充電モードをオンにすることに同意した場合に、前記第２
充電モードで前記充電対象機器を充電するステップと、を含むことを特徴とする請求項４
３に記載の充電制御方法。
【請求項４５】
　前記充電対象機器と双方向通信して、前記第２充電モードでの前記アダプタの出力を制
御するプロセスは、
　前記充電対象機器と双方向通信して、前記第２充電モードでの前記アダプタから出力さ
れた前記充電対象機器を充電する充電電圧を決定するステップと、
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　前記目標電圧の電圧値を調整して、前記目標電圧の電圧値が、前記第２充電モードでの
前記アダプタから出力された前記充電対象機器を充電する充電電圧と等しくなるようにす
るステップと、を含むことを特徴とする請求項４２から４４のいずれかに記載の充電制御
方法。
【請求項４６】
　前記充電対象機器と双方向通信して、前記第２充電モードでの前記アダプタから出力さ
れた前記充電対象機器を充電する充電電圧を決定するステップは、
　前記アダプタの出力電圧と前記充電対象機器のバッテリの現在の電圧とが一致している
か否かを問い合わせる第２コマンドを前記充電対象機器に送信するステップと、
　前記充電対象機器から送信された、前記アダプタの出力電圧と前記バッテリの現在の電
圧とが一致しているか、高めであるか、又は、低めであるかを示す前記第２コマンドの返
信コマンドを受信するステップと、を含むことを特徴とする請求項４５に記載の充電制御
方法。
【請求項４７】
　前記充電対象機器と双方向通信して、前記第２充電モードでの前記アダプタの出力を制
御するプロセスは、
　前記充電対象機器と双方向通信して、前記第２充電モードでの前記アダプタから出力さ
れた前記充電対象機器を充電する充電電流を決定するステップと、
　前記目標電流の電流値を調整して、前記目標電流の電流値が、前記第２充電モードでの
前記アダプタから出力された前記充電対象機器を充電する充電電流と等しくなるようにす
るステップと、を含むことを特徴とする請求項４２から４６のいずれか一項に記載の充電
制御方法。
【請求項４８】
　前記充電対象機器と双方向通信して、前記第２充電モードでの前記アダプタから出力さ
れた前記充電対象機器を充電する充電電流を決定するステップは、
　前記充電対象機器の現在サポートする最大充電電流を問い合わせる第３コマンドを前記
充電対象機器に送信するステップと、
　前記充電対象機器から送信された、前記充電対象機器の現在サポートする最大充電電流
を示す前記第３コマンドの返信コマンドを受信するステップと、
　前記充電対象機器の現在サポートする最大充電電流に基づいて、前記第２充電モードで
の前記アダプタから出力された前記充電対象機器を充電する充電電流を決定するステップ
と、を含むことを特徴とする請求項４７に記載の充電制御方法。
【請求項４９】
　前記充電対象機器と双方向通信して、前記第２充電モードでの前記アダプタの出力を制
御するプロセスは、
　前記第２充電モードで中に、前記充電対象機器と双方向通信して、前記アダプタの出力
電流を調整するステップを含むことを特徴とする請求項４２から４８のいずれか一項に記
載の充電制御方法。
【請求項５０】
　前記充電対象機器と双方向通信して、前記アダプタの出力電流を調整するステップは、
　前記充電対象機器のバッテリの現在の電圧を問い合わせる第４コマンドを前記充電対象
機器に送信するステップと、
　前記アダプタから送信された、前記バッテリの現在の電圧を示す前記第４コマンドの返
信コマンドを受信するステップと、
　前記バッテリの現在の電圧に基づいて、前記アダプタの出力電流を調整するステップと
、を含むことを特徴とする請求項４９に記載の充電制御方法。
【請求項５１】
　前記アダプタは、携帯充電対象機器を充電するアダプタであることを特徴とする請求項
２９から５０のいずれか一項に記載の充電制御方法。
【請求項５２】
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　前記アダプタは、充電プロセスを制御する制御ユニットを含み、
　前記制御ユニットが、マイクロコントローラユニットＭＣＵであることを特徴とする請
求項２９から５１のいずれか一項に記載の充電制御方法。
【請求項５３】
　前記アダプタは、充電インターフェースを含み、
　前記充電インターフェースがユニバーサル・シリアル・バスＵＳＢインターフェースで
あることを特徴とする請求項２９から５２のいずれか一項に記載の充電制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施例は充電技術分野に関し、より詳しくは、アダプタ及び充電制御方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　アダプタは、電源アダプタとも呼ばれ、充電対象機器（例えば、端末）を充電するもの
である。現在市販されているアダプタは、一般的には定電圧方法で充電対象機器（例えば
、端末）を充電するが、充電対象機器（例えば、端末）に印加される電流がアダプタの提
供できる最大の電流出力閾値を超えると合、アダプタが過負荷保護状態になり、充電対象
機器（例えば、端末）を充電し続けることができなくなるおそれがある。
【発明の概要】
【０００３】
　本出願の一実施形態は、充電プロセスの安全性を向上させるためのアダプタ及び充電制
御方法を提供する。
【０００４】
　第１態様は、第１充電モード及び第２充電モードをサポートし、前記第２充電モードに
おける充電対象機器への充電速度が前記第１充電モードにおける充電対象機器への充電速
度より速いアダプタを提供する。前記アダプタは、入力される交流を変換して、前記アダ
プタの出力電圧及び出力電流を取得する電力変換ユニットと、入力端が前記電力変換ユニ
ットに接続され、前記アダプタの出力電圧を測定して、前記アダプタの出力電圧が所定の
目標電圧に達するか否かを示す電圧フィードバック信号を生成する電圧フィードバックユ
ニットと、入力端が前記電力変換ユニットに接続され、前記アダプタの出力電流を測定し
て、前記アダプタの出力電流が所定の目標電流に達するか否かを示す電流フィードバック
信号を生成する電流フィードバックユニットと、入力端が前記電圧フィードバックユニッ
トの出力端及び前記電流フィードバックユニットの出力端に接続され、出力端が前記電力
変換ユニットに接続され、前記電圧フィードバック信号と前記電流フィードバック信号と
を受信し、前記電圧フィードバック信号が前記アダプタの出力電圧が前記目標電圧に達す
ることを示すか、又は、前記電流フィードバック信号が前記アダプタの出力電流が前記目
標電流に達することを示す場合に、前記アダプタの出力電圧及び出力電流を安定させる電
力調整ユニットと、充電インターフェースと、を含み、前記アダプタが前記充電インター
フェースのデータ線により前記充電対象機器と双方向通信を行う。
【０００５】
　第２態様は、アダプタに適用される充電制御方法を提供する。前記アダプタは、第１充
電モード及び第２充電モードをサポートし、前記アダプタの前記第２充電モードにおける
充電対象機器への充電速度が前記アダプタの前記第１充電モードにおける充電対象機器へ
の充電速度より速く、前記方法は、入力される交流を変換して、前記アダプタの出力電圧
及び出力電流を取得するステップと、前記アダプタの出力電圧を測定し、前記アダプタの
出力電圧が所定の目標電圧に達するか否かを示す電圧フィードバック信号を生成するステ
ップと、前記アダプタの出力電流を測定し、前記アダプタの出力電流が所定の目標電流に
達するか否かを示す電流フィードバック信号を生成するステップと、前記電圧フィードバ
ック信号が前記アダプタの出力電圧が前記目標電圧に達することを示すか、又は、前記電
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流フィードバック信号が前記アダプタの出力電流が前記目標電流に達することを示す場合
に、前記アダプタの出力電圧及び出力電流を安定させるステップと、充電インターフェー
スのデータ線により前記充電対象機器と双方向通信を行うステップと、を含む。
【０００６】
　本発明の実施例のアダプタは、電圧フィードバックユニットと電流フィードバックユニ
ットとの両方を含む。電圧フィードバックユニット、電力調整ユニット及び電力変換ユニ
ットは、アダプタの出力電圧を閉ループ制御するハードウェア回路、即ち、ハードウェア
形態の電圧フィードバックループを形成し、電流フィードバックユニット、電力調整ユニ
ット及び電力変換ユニットは、アダプタの出力電流を閉ループ制御するハードウェア回路
、即ち、ハードウェア形態の電流フィードバックループを形成する。本発明の実施例の電
力調整ユニットは、ダブルループフィードバック制御に基づき、電圧フィードバック信号
及び電流フィードバック信号により提供されるフィードバック情報を総合的に考慮し、ア
ダプタの出力電圧とアダプタの出力電流とのうちの何れかが目標値に達したときに、アダ
プタの出力電圧及び出力電流を安定させる。言い換えると、本発明の実施例において、ア
ダプタの出力電圧と出力電流のいずれかが目標値に達したときに、電力調整ユニットは、
即座に事象の発生を検知してこの事象に応答することで、アダプタの出力電圧及び出力電
流を安定させ、充電プロセスの安全性を向上させる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　本発明の実施形態の技術案をより明確に説明するために、以下、本発明の実施形態を説
明するために必要な図面を簡単に説明する。以下に説明する図面は、単に本発明の一部の
実施例に過ぎず、当業者にとって、創造的な努力なしに、これらの図面に基づいて、他の
図面を得ることができることは明らかである。
【図１Ａ】本発明の一実施例の第２アダプタの構成概略図である。
【図１Ｂ】本発明の実施例の電力変換ユニットの構成概略図である。
【図２】本発明のもう一実施例の第２アダプタの構成概略図である。
【図３】本発明の更なる一実施例の第２アダプタの構成概略図である。
【図４】本発明の更なる一実施例の第２アダプタの構成概略図である。
【図５】本発明の更なる一実施例の第２アダプタの構成概略図である。
【図６】本発明の更なる一実施例の第２アダプタの構成概略図である。
【図７】本発明の更なる一実施例の第２アダプタの構成概略図である。
【図８】本発明の更なる一実施例の第２アダプタの構成概略図である。
【図９】本発明の実施例の電圧比較ユニットの構成概略図である。
【図１０】本発明の更なる一実施例の第２アダプタの構成概略図である。
【図１１】本発明の更なる一実施例の第２アダプタの構成概略図である。
【図１２】本発明の更なる一実施例の第２アダプタの構成概略図である。
【図１３】本発明の更なる一実施例の第２アダプタの構成概略図である。
【図１４】本発明の更なる一実施例の第２アダプタの構成概略図である。
【図１５】本発明の更なる一実施例の第２アダプタの構成概略図である。
【図１６】本発明の更なる一実施例の第２アダプタの構成概略図である。
【図１７】本発明の一実施例の電流比較ユニットの構成概略図である。
【図１８】本発明の更なる一実施例の第２アダプタの構成概略図である。
【図１９Ａ】本発明の実施例の第２アダプタと充電対象機器との接続方法の概略図である
。
【図１９Ｂ】本発明の実施例の急速充電通信プロセスの概略図である。
【図２０】脈動直流の電流波形の概略図である。
【図２１】本発明の更なる一実施例の第２アダプタの構成概略図である。
【図２２】本発明の実施例の定電流モードの脈動直流の概略図である。
【図２３】本発明の実施例の第２アダプタの回路の一例を示す図である。
【図２４】本発明の実施例の充電制御方法の概略フローチャートである。
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【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施例における技術案は、本発明の実施例における添付の図面を参照し
て、明確かつ完全に説明される。説明される実施例は、本発明の一部の実施例であり、す
べての実施例ではないことは明らかである。本発明における実施例に基づいて、当業者が
創造的努力なしに取得できるすべての他の実施例は、本発明の保護範囲に属するものとす
る。
【０００９】
　関連技術において、充電対象機器（例えば、端末）を充電する第１アダプタが記載され
ている。該第１アダプタは、定電圧モードで作動する。定電圧モードでは、該第１アダプ
タの出力電圧は、基本的に、５Ｖ、９Ｖ、１２Ｖ又は２０Ｖのように、実質的に一定に維
持される。
【００１０】
　該第１アダプタの出力電圧は、バッテリの両端に直接印加するのには適していないため
、充電対象機器（例えば、端末）内のバッテリの予期充電電圧及び／又は充電電流を得る
ために、先ず、充電対象機器（例えば、端末）内の変換回路によって変換する必要がある
。
【００１１】
　変換回路は、バッテリの予期充電電圧及び／又は充電電流の要件を満たすよう第１アダ
プタの出力電圧を変換する。
【００１２】
　一例として、該変換回路は、充電管理モジュール、例えば、充電集積回路（ｉｎｔｅｇ
ｒａｔｅｄ ｃｉｒｃｕｉｔ，ＩＣ）を指すことができる。バッテリの充電プロセスにお
いて、バッテリの充電電圧及び／又は充電電流を管理する。該変換回路は、電圧フィード
バックモジュールの機能、及び／又は電流フィードバックモジュールの機能を有し、バッ
テリの充電電圧及び／又は充電電流を管理する。
【００１３】
　例えば、バッテリの充電プロセスは、トリクル充電段階と、定電流充電段階と、定電圧
充電段階とのうち一つ又は複数を含んでもよい。トリクル充電段階では、変換回路は、電
流フィードバックループを利用して、トリクル充電段階でバッテリに流れ込む電流がバッ
テリの予期充電電流の大きさ（例えば第１充電電流）を満たすようにすることができる。
定電流充電段階では、変換回路は、電流フィードバックループを利用して、定電流充電段
階でバッテリに流れ込む電流がバッテリの予期充電電流の大きさ（例えば、第１充電電流
より大きい第２充電電流）を満たすようにすることができる。定電圧充電段階では、変換
回路は、電圧フィードバックループを利用して、定電圧充電段階でバッテリの両端に印加
される電圧を、バッテリの予期充電電圧の大きさに一致させることができる。
【００１４】
　一例として、第１アダプタの出力電圧がバッテリの予期充電電圧より大きい場合に、変
換回路は、降圧変換した後に得られた充電電圧がバッテリの予期充電電圧の需要を満たす
ように、第１アダプタの出力電圧を降圧処理することができる。もう一例として、第１ア
ダプタの出力電圧がバッテリの予期充電電圧より小さい場合に、変換回路は、昇圧変換し
た後に得られた充電電圧がバッテリの予期充電電圧の需要を満たすように第１アダプタの
出力電圧を昇圧処理することができる。
【００１５】
　一例として、５Ｖの定電圧を出力する第１アダプタを例にとると、バッテリが一つのセ
ル（例えばリチウムバッテリの場合、一つのバッテリセルの充電終止電圧は４．２Ｖであ
る）を含む場合、変換回路（例えば、Ｂｕｃｋ降圧回路）は、降圧した後に得られた充電
電圧がバッテリの予期充電電圧の需要を満たすように、第１アダプタの出力電圧を降圧処
理することができる。
【００１６】
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　一例として、５Ｖの定電圧を出力する第１アダプタを例にとると、第１アダプタが、二
つ以上のシングルバッテリセルが直列接続されるバッテリ（リチウムバッテリのバッテリ
セルの場合、一つのバッテリセルの充電終止電圧が４．２Ｖである）を充電する際に、変
換回路（例えばＢｏｏｓｔ昇圧回路）は、昇圧処理した後に得られた充電電圧がバッテリ
の予期充電電圧の需要を満たすように第１アダプタの出力電圧を昇圧処理することができ
る。
【００１７】
　変換回路は、回路の低い変換効率によって制限され、変換されていない部分の電気エネ
ルギーは、熱として消散するが、この熱の一部は、充電対象機器（例えば、端末）の内部
に蓄積する。充電対象機器（例えば、端末）の設計スペース及び放熱スペースが非常に小
さいため（例えば、ユーザが使用する携帯端末の物理的なサイズがますます薄くなるとと
もに、携帯端末の性能を向上させるために、携帯端末内に数多くの電子素子が密に配置さ
れている）、変換回路の設計難易度を上げるだけでなく、充電対象機器（例えば、端末）
内に蓄積する熱を急速に除去しにくくなり、充電対象機器（例えば、端末）の異常を引き
起こす。
【００１８】
　例えば、変換回路に蓄積する熱は、変換回路の付近の電子素子に熱干渉を引き起こし、
電子素子の作動異常の誘因となるおそれがある。また、例えば、変換回路に蓄積する熱は
、変換回路及びその付近の電子素子の使用寿命を短縮するおそれがある。また、例えば、
変換回路に蓄積する熱は、バッテリに熱干渉を引き起こし、バッテリの充放電異常の誘因
となるおそれがある。また、例えば、変換回路に蓄積する熱は、充電対象機器（例えば、
端末）の温度上昇を引き起こすおそれがあり、充電時のユーザの使用体験に影響を及ぼす
。また、例えば、変換回路に蓄積する熱は、変換回路自身の短絡を引き起こすおそれがあ
り、第１アダプタから出力される電圧がバッテリの両端に直接印加されると、充電異常を
引き起こし、長時間過電圧充電状態となると、バッテリの爆発を引き起こし、ユーザの安
全性に危険を与えるおそれがある。
【００１９】
　本発明の実施例は、出力電圧調節可能な第２アダプタを提供する。該第２アダプタは、
バッテリのステータス情報を取得することができる。バッテリのステータス情報は、バッ
テリの現在の電気量情報及び／又は電圧情報を含むことができる。該第２アダプタは、取
得されたバッテリのステータス情報に基づいて第２アダプタ自身の出力電圧を調節するこ
とにより、バッテリの予期充電電圧及び／又は充電電流の需要を満たすことができる。さ
らに、バッテリの充電プロセスの定電流充電段階において、第２アダプタによって調節さ
れた後の出力電圧は、バッテリの両端に直接印加してバッテリを充電することができる。
【００２０】
　バッテリの充電電圧及び／又は充電電流の管理を実現するために、該第２アダプタは、
電圧フィードバックモジュールの機能及び電流フィードバックモジュールの機能を有する
ことができる。
【００２１】
　該第２アダプタが、取得されたバッテリのステータス情報に基づいて第２アダプタ自身
の出力電圧を調節することとは、バッテリの予期充電電圧及び／又は充電電流を満たすた
めに、該第２アダプタが、バッテリのステータス情報をリアルタイムで取得し、毎回取得
されたバッテリのリアルタイムのステータス情報に基づいて第２アダプタ自身の出力電圧
を調節することができることを指してもよい。
【００２２】
　リアルタイムで取得されたバッテリのステータス情報に基づいて第２アダプタ自身の出
力電圧を調節することとは、バッテリの予期充電電圧及び／又は充電電流の需要を満たす
ために、充電中にバッテリの電圧が絶えず上昇するにつれて、第２アダプタは、充電中の
異なる時刻においてバッテリの現在のステータス情報を取得し、バッテリの現在のステー
タス情報に基づいて第２アダプタ自身の出力電圧をリアルタイムで調節できることをさし
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てもよい。
【００２３】
　例を挙げると、バッテリの充電プロセスは、トリクル充電段階と、定電流充電段階と、
定電圧充電段階とのうち一つ又は複数を含んでもよい。トリクル充電段階では、第２アダ
プタは、電流フィードバックループを利用して、トリクル充電段階で第２アダプタから出
力されてバッテリに流れ込む電流が、バッテリの予期充電電流の需要（例えば第１充電電
流）を満たすようにすることができる。定電流充電段階では、第２アダプタは、電流フィ
ードバックループを利用して、定電流充電段階で第２アダプタから出力されてバッテリに
流れ込む電流が、バッテリの予期充電電流の需要（例えば第２充電電流、該第２充電電流
が第１充電電流より大きくてもよい）を満たすようにすることができる。また、定電流充
電段階では、第２アダプタは、出力された充電電圧をバッテリの両端に直接印加してバッ
テリを充電することができる。定電圧充電段階では、第２アダプタは、電圧フィードバッ
クループを利用して、定電圧充電段階で第２アダプタから出力された電圧がバッテリの予
期充電電圧の需要を満たすようにすることができる。
【００２４】
　トリクル充電段階及び定電圧充電段階では、第２アダプタの出力電圧は、第１アダプタ
に類似する処理方法を採用してもよい。即ち、充電対象機器（例えば、端末）内の変換回
路によって変換されることにより、充電対象機器（例えば、端末）内のバッテリの予期充
電電圧及び／又は充電電流を取得することとしてもよい。
【００２５】
　好ましくは、一つの実施形態として、第２アダプタの電流フィードバックループは、電
圧フィードバックループに基づき、ソフトウェアの形態を採用して実現することができる
。具体的には、第２アダプタから出力される充電電流が要求を満たさない場合、第２アダ
プタは、所望の充電電流に基づいて所望の充電電圧を算出し、電圧フィードバックループ
により第２アダプタから出力される充電電圧を、算出された所望の充電電圧に調整するこ
とができ、これは、ソフトウェアを使用して、電圧フィードバックループによって電流フ
ィードバックループの機能を実現することに相当する。しかし、定電圧で電池を充電する
と、充電回路の負荷電流が急速に変化することが多いため、第２アダプタがソフトウェア
を使用して電流フィードバックループを実現する場合には、電流サンプリングや電流電圧
変換等の中間操作を行う必要があり、第２アダプタの負荷電流に対する応答速度が遅くな
る。したがって、充電対象機器（例えば、端末）に供給される電流は、第２アダプタが提
供できる最大電流出力閾値を超え、第２アダプタが過負荷保護状態に入ることが引き起こ
されるおそれがあり、充電対象機器（例えば、端末）を充電し続けることができなくなる
。
【００２６】
　第２アダプタの負荷電流に対する応答速度を向上させるために、第２アダプタの内部に
ハードウェア形態の電圧フィードバックループとハードウェア形態の電流フィードバック
ループとを設けることができる。以下、図１Ａを参照して詳しく説明する。
【００２７】
　図１Ａは、本発明の実施例の第２アダプタの構成概略図である。図１Ａの第２アダプタ
１０は、電力変換ユニット１１と、電圧フィードバックユニット１２と、電流フィードバ
ックユニット１３と、電力調整ユニット１４と、を含んでもよい。
【００２８】
　電力変換ユニット１１は、入力された交流電流を変換して第２アダプタ１０の出力電圧
及び出力電流を取得する。
【００２９】
　電圧フィードバックユニット１２の入力端は、電力変換ユニット１１に接続されている
。電圧フィードバックユニット１２は、第２アダプタ１０の出力電圧を測定して、第２ア
ダプタ１０の出力電圧が所定の目標電圧に達するか否かを示す電圧フィードバック信号を
生成するために用いられる。



(15) JP 2018-520628 A 2018.7.26

10

20

30

40

50

【００３０】
　電流フィードバックユニット１３の入力端が電力変換ユニット１１に接続され、電流フ
ィードバックユニット１３は、第２アダプタ１０の出力電流を測定して、第２アダプタ１
０の出力電流が所定の目標電流に達するか否かを示す電流フィードバック信号を生成する
ために用いられる。
【００３１】
　電力調整ユニット１４の入力端は、電圧フィードバックユニット１２の出力端及び電流
フィードバックユニット１３の出力端に接続され、電力調整ユニット１４の出力端は、電
力変換ユニット１１に接続されている。電力調整ユニット１４は、電圧フィードバック信
号と電流フィードバック信号とを受信し、電圧フィードバック信号が第２アダプタ１０の
出力電圧が目標電圧に達することを示すか、又は、電流フィードバック信号が第２アダプ
タ１０の出力電流が目標電流に達することを示す場合に、第２アダプタ１０の出力電圧及
び出力電流を安定させるために用いられる。
【００３２】
　電力調整ユニット１４が第２アダプタ１０の出力電圧及び出力電流を安定させるとは、
電力調整ユニット１４が、第２アダプタ１０の出力電圧及び出力電流を一定に維持するよ
うに、第２アダプタ１０を制御することを意味する。例えば、電力調整ユニット１４をパ
ルス幅変調（Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ、ＰＷＭ）に基づく電力調
整ユニットとして説明すると、ＰＷＭ制御信号の周波数及びデューティ比が変化しない場
合には、第２アダプタ１０の出力電圧及び出力電流は、安定に維持される。
【００３３】
　本発明の実施例の第２アダプタは、電圧フィードバックユニットと電流フィードバック
ユニットとの両方を含み、ここで、電圧フィードバックユニット、電力調整ユニット及び
電力変換ユニットは、第２アダプタの出力電圧を閉ループ制御するハードウェア回路、即
ち、ハードウェア形態の電圧フィードバックループを形成し、電流フィードバックユニッ
ト、電力調整ユニット及び電力変換ユニットは、アダプタの出力電流を閉ループ制御する
ハードウェア回路、即ち、ハードウェア形態の電流フィードバックループを形成する。ダ
ブルループフィードバック制御に基づき、本発明の実施例の電力調整ユニットは、電圧フ
ィードバック信号及び電流フィードバック信号により提供されるフィードバック情報を考
慮し、第２アダプタの出力電圧と第２アダプタの出力電流の何れかが目標値に達すると、
第２アダプタの出力電圧及び出力電流が安定する。言い換えると、本発明の実施例では、
第２アダプタの出力電圧と出力電流の何れかが目標値に達したときに、電力調整ユニット
は、即座にこの事象の発生を検知して即座にこの事象に応答することができ、第２アダプ
タの出力電圧及び出力電流を安定させて、充電プロセスの安全性を向上させることができ
る。
【００３４】
　定電圧モードでは、例えば、電圧フィードバックループは、主に、第２アダプタの出力
電圧を定電圧モードに対応する電圧に調整する役割を担い、電流フィードバックループは
、第２アダプタの出力電流が目標電流（この場合の目標電流は、定電圧モードにおいて出
力が許容される最大電流であってもよい）に達するか否かを測定する役割を担うことがで
きる。第２アダプタの出力電流が目標電流に達したときに、電力調整ユニットは、電流フ
ィードバックループにより、即座にこの事象を検知し、第２アダプタの出力電流を適時に
安定させ、その更なる増加を防止することができる。同様に、定電流モードにおいて、電
流フィードバックループは、第２アダプタの出力電流を定電流モードに対応する電流に調
整する役割を担うことができ、電圧フィードバックループは、第２アダプタの出力電圧が
目標電圧（この場合の目標電圧は、定電流モードにおいて出力が許容される最大電圧であ
ってもよい）に達するか否かを測定する役割を担うことができ、出力電圧が目標電圧に達
したときに、電力調整ユニットは、電圧フィードバックループにより即座にこの事象を検
知し、第２アダプタの出力電圧を適時に安定させ、更なる増加を防止することができる。
【００３５】
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　電圧フィードバック信号と電流フィードバック信号とは、両者によりフィードバックさ
れる対象が異なることを指し、電圧フィードバック信号及び電流フィードバック信号のタ
イプを限定するわけではない。具体的には、電圧フィードバック信号は、第２アダプタの
出力電圧をフィードバックするために用いることができ、電流フィードバック信号は、第
２アダプタの出力電流をフィードバックするために用いることができるが、両者とも電圧
信号であってもよい。
【００３６】
　目標電圧は、予め設定された固定値であってもよいし、調整可能な変数であってもよい
。いくつかの実施例において、第２アダプタ１０は、実際の要求に応じて、一定の調節回
路により目標電圧の電圧値を調節することができる。例えば、充電対象機器（端末）は、
第２アダプタに目標電圧の調節命令を送信することができ、第２アダプタ１０は、該目標
電圧の調節命令に基づいて目標電圧の電圧値を調節することができる。別の例として、第
２アダプタ１０は、充電対象機器から電池のステータス情報を受信し、電池の状態に基づ
いて目標電圧の電圧値をリアルタイムで調節することができる。同様に、目標電流は、予
め設定された固定値であってもよく、調整可能な変数であってもよい。いくつかの実施例
において、第２アダプタ１０は、実際の要求に応じて、一定の調節回路により目標電流の
電圧値を調節することができ、例えば、充電対象機器（端末）は、第２アダプタ１０に目
標電流の調節命令を送信することができ、第２アダプタ１０は、該目標電流の調節命令に
基づいて目標電流の電圧値を調節することができる。別の例として、第２アダプタ１０は
、充電対象機器から電池のステータス情報を受信し、電池のステータスに基づいて目標電
流の電流値をリアルタイムで調節することができる。
【００３７】
　本発明の実施例で使用される充電対象機器は、「通信端末」（又は「端末」と略する）
であってもよく、有線回線を介して接続される（例えば、公衆交換電話網（ｐｕｂｌｉｃ
ｓｗｉｔｃｈｅｄ ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ ｎｅｔｗｏｒｋ，ＰＳＴＮ）、デジタル加入者線
（ｄｉｇｉｔａｌ ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ ｌｉｎｅ，ＤＳＬ）、デジタルケーブル、直接
ケーブル接続、及び／又は別のデータネットワークを介して接続される) 及び／又は (例
えば、セルラーネットワーク、無線ＬＡＮ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ
ｌｏｃａｌ ａｒｅａ ｎｅｔｗｏｒｋ，ＷＬＡＮ）、例えば、デジタルビデオブロードキ
ャスティングハンドヘルド（ｄｉｇｉｔａｌ ｖｉｄｅｏ ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ
ｈａｎｄｈｅｌｄ，ＤＶＢ－Ｈ）ネットワークのデジタルテレビネットワーク、衛星ネッ
トワーク、振幅変調－周波数変調（ａｍｐｌｉｔｕｄｅ ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ－ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ
ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ，ＡＭ－ＦＭ）ラジオ送信機、及び／又は別の通信端末の)無線イ
ンターフェースを介して通信信号を受信、送信する装置を含むが、これらに限定されない
。無線インターフェースを介して通信する通信端末は、「無線通信端末」、「無線端末」
及び／又は「携帯端末」と呼ばれる。携帯端末の例として、衛星又はセルラー電話、セル
ラー無線電話、データ処理、ファックス及びデータ通信機能を組み合わせることのできる
個人通信システム（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ，Ｐ
ＣＳ）端末と、無線電話、ポケベル、インターネット／イントラネットへのアクセス、Ｗ
ｅｂブラウザ、ノートブック、カレンダー及び／又は全地球測位システム（ｇｌｏｂａｌ
　ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ，ＧＰＳ）受信機を含むパーソナルデジタルア
シスタント(Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ，ＰＤＡ)や、一般
的なラップトップ型及び／又はパームトップ型受信機又は、無線電話トランシーバーを含
む他の電子装置とを含むが、これらに限定されない。
【００３８】
　いくつかの実施例では、該第２アダプタ１０は、第２アダプタ１０のインテリジェンス
を向上させるために、充電プロセスを制御する制御ユニット（図２３のＭＣＵ参照）を含
んでもよい。具体的には、該制御ユニットは、充電対象機器（例えば、端末）の命令や、
ステータス情報（前記ステータス情報は、充電対象機器電池の現在電圧及び／又は充電対
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象機器の温度等のステータス情報を指してもよい）を取得するために、充電対象機器（例
えば、端末）と双方向通信するために用いられることができる。これにより、充電対象機
器（例えば、端末）の命令又はステータス信号に基づいて第２アダプタ１０の充電対象機
器（例えば、端末）の充電プロセスを制御する。いくつかの実施例において、該制御ユニ
ットは、マイクロコントローラユニット（Ｍｉｃｒｏｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ｕｎｉｔ，
ＭＣＵ）であってもよいが、本発明の実施例は、これに限定されず、他のタイプのチップ
又は回路であってもよい。
【００３９】
　いくつかの実施例において、第２アダプタ１０は、充電インターフェース（図１９Ａの
充電インターフェース１９１参照）を含んでもよいが、本発明の実施例は、充電インター
フェースのタイプについて具体的に限定せず、例えば、ユニバーサル・シリアル・バス（
Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ，ＵＳＢ）インターフェースであってもよい
。前記ＵＳＢインターフェースは、標準ＵＳＢインターフェースであってもよいし、ｍｉ
ｃｒｏ　ＵＳＢインターフェースであってもよいし、Ｔｙｐｅ－Ｃインターフェースであ
ってもよい。
【００４０】
　第２アダプタ１０の充電モード又は機能は、目標電圧及び目標電流の選択に関連するも
のであり、第２アダプタ１０の充電モード又は機能が異なる場合には、目標電圧及び目標
電流の値は、若干異なってもよい。以下、定電圧モード及び定電流モードを一例として、
それぞれ詳しく説明する。
【００４１】
　好ましくは、いくつかの実施例において、第２アダプタ１０は、第１充電モードをサポ
ートする（つまり、第２アダプタ１０は、第１充電モードで作動し、充電対象機器（例え
ば、端末）を充電することができる）。第１充電モードは、定電圧モードである。定電圧
モードにおいて、第２アダプタ１０の目標電圧は、定電圧モードに対応する電圧である。
目標電流は、第２アダプタ１０の定電圧モードにおける出力が許容される最大電流である
。電力調整ユニット１４は、具体的には、電圧フィードバック信号に基づいて、第２アダ
プタ１０の出力電圧を定電圧モードに対応する電圧に調整し、電流フィードバック信号は
、第２アダプタ１０の出力電流が第２アダプタ１０の定電圧モードにおける出力が許容さ
れる最大電流に達することを示す場合、第２アダプタ１０の定電圧モードにおける出力が
許容される最大電流を超えないように第２アダプタ１０の出力電流を制御する。
【００４２】
　定電圧モードにおいて、第２アダプタ１０の出力電圧は、ある一定の電圧値に調節され
る。即ち、上記定電圧モードに対応する電圧は、該一定の電圧値である。例えば、定電圧
モードにおいて、第２アダプタ１０の出力電圧が５Ｖであれば、定電圧モードに対応する
電圧は５Ｖである。
【００４３】
　本発明の実施例では、目標電圧を定電圧モードに対応する電圧に設定し、目標電流を定
電圧モードにおいて第２アダプタの出力が許容される最大電流に設定する。このようにし
て、第２アダプタは、電圧フィードバックループにより、第２アダプタの出力電圧を定電
圧モードに対応する電圧に急速に調整し、充電対象機器（例えば、端末）を定電圧充電に
より充電することができる。定電圧充電のプロセスにおいて、第２アダプタの出力電流（
即ち負荷電流）が第２アダプタの出力が許容される最大電流に達すると、第２アダプタは
、電流フィードバックループによりこの状況を適時に検知し、第２アダプタの出力電流の
更なる上昇を適時に阻止することができる。これにより、充電故障の発生を回避し、第２
アダプタの負荷電流に対する応答能力を向上させることができる。
【００４４】
　例を挙げて説明すると、定電圧モードでは、対応する一定の電圧値が５Ｖである場合に
、第２アダプタの出力電流は、一般的には、１００ｍＡ～２００ｍＡの間に維持する。こ
の場合に、目標電圧を一定の電圧値（例えば５Ｖ）に設定し、目標電流を５００ｍＡ又は
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１Ａに設定することができる。第２アダプタの出力電流が該目標電流に対応する電流値に
増加したときに、電力調整ユニット１４は、電流フィードバックループにより即座にこの
事象の発生を検知し、第２アダプタの出力電流の更なる増加を阻止することができる。
【００４５】
　図１Ｂに示すように、上記実施例に基づき、電力変換ユニット１１は、１次整流ユニッ
ト１５と、トランス１６と、２次整流ユニット１７と、２次フィルタユニット１８と、を
含む。前記１次整流ユニット１５は、脈動電圧を前記トランス１６に直接出力する。
【００４６】
　従来技術において、電力変換ユニットは、１次側に位置する整流ユニットとフィルタユ
ニットと、２次側に位置する整流ユニットとフィルタユニットとを含む。１次側に位置す
る整流ユニットとフィルタユニットは、１次整流ユニットと１次フィルタユニットと称し
てもよい。２次側に位置する整流ユニットとフィルタユニットは、２次整流ユニットと２
次フィルタユニットと称してもよい。１次フィルタユニットは、一般的には、液体アルミ
ニウム電解コンデンサをフィルタリングするが、液体アルミニウム電解コンデンサの体積
を大きくすると、アダプタの体積が大きくなる。
【００４７】
　本発明の実施例において、電力変換ユニット１１は、１次整流ユニット１５と、トラン
ス１６と、２次整流ユニット１７と、２次フィルタユニット１８と、を含む。前記１次整
流ユニット１５は、脈動電圧を前記トランス１６に直接出力する。言い換えると、本発明
の実施例により提供される電力変換ユニット１１は、１次フィルタユニットを含まないの
で、第２アダプタ１０の体積を大幅に減少することができ、第２アダプタ１０の携帯がま
すます容易になる。２次フィルタユニット１８は、主に固体アルミニウム電解コンデンサ
によりフィルタリングするので、電力変換ユニット１１の１次フィルタユニットを取り外
した後は、固体アルミニウム電解コンデンサの負荷能力は限られているものの、ハードウ
ェア形態の電流フィードバックループが存在するため、負荷電流の変化に適時に応答する
ことができ、第２アダプタの過大な出力電流による充電故障を回避することができる。
【００４８】
　上記１次フィルタユニットを取り外す上記の解決策では、第２アダプタ１０が定電圧モ
ードで出力できる最大電流は、２次フィルタユニットのコンデンサの容量に基づいて決定
することができる。例えば、２次フィルタユニットのコンデンサの容量に基づいて、該２
次フィルタユニットが最大負荷電流５００ｍＡ又は１Ａまで耐えられると判断されると、
目標電流を５００ｍＡ又は１Ａに設定することができるので、第２アダプタの出力電流が
目標電流を超えることに起因する充電故障を回避することができる。
【００４９】
　好ましくは、いくつかの実施例では、第２アダプタ１０は、第２充電モードをサポート
することができる（つまり、第２アダプタ１０は、第２充電モードで作動し、充電対象機
器（例えば、端末）を充電することができる）。第２充電モードは、定電流モードである
。定電流モードにおいて、目標電圧は、定電流モードにおいて第２アダプタ１０が出力可
能な最大電圧であり、目標電流は、定電流モードに対応する電流である。電力調整ユニッ
ト１４は、具体的には、電流フィードバック信号に基づいて、第２アダプタ１０の出力電
流を定電流モードに対応する電流に調整し、電圧フィードバック信号は、第２アダプタ１
０の出力電圧が第２アダプタ１０の定電流モードにおける出力可能な最大電圧に達するこ
とを示す場合、第２アダプタ１０の定電流モードでの出力可能な最大電圧を超えないよう
に第２アダプタ１０の出力電圧を制御する。
【００５０】
　本発明の実施例では、目標電流を定電流モードに対応する電流に設定し、定電流モード
では第２アダプタが許容する出力最大電圧として目標電圧を設定することで、第２アダプ
タの出力電流は、電流フィードバックループにより、定電流モードに対応する電流に急速
に調整され、充電対象機器（例えば、端末）を充電する。充電中、第２アダプタの出力電
圧が第２アダプタの出力可能な最大電圧に達すると、第２アダプタは、電圧フィードバッ
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クループによりこの状況を適時に検知し、第２アダプタの出力電圧が更に上昇することを
適時に阻止して、充電故障の発生を回避することができる。
【００５１】
　好ましくは、図２に示すように、第２アダプタ１０は、上記何れか一つの実施例に基づ
いて、第１調整ユニット２１をさらに含むことができる。第１調整ユニット２１は、電圧
フィードバックユニット１２に接続され、該第１調整ユニット２１は、目標電圧の値を調
整するために用いられる。
【００５２】
　本発明の実施例は、第１調整ユニットを導入する。該第１調整ユニットは、第２アダプ
タの出力電圧を実際の要求に応じて調整し、第２アダプタのインテリジェンスを向上させ
ることができる。例えば、第２アダプタ１０は、第１充電モード又は第２充電モードで作
動し、第１調整ユニット２１は、第２アダプタ１０が現在使用している第１充電モード又
は第２充電モードに基づいて目標電圧の値をそれに応じて調整することができる。
【００５３】
　好ましくは、図２の実施例に基づき、図３に示すように、電圧フィードバックユニット
１２は、電圧サンプリングユニット３１と、電圧比較ユニット３２とを含んでもよい。電
圧サンプリングユニット３１の入力端は電力変換ユニット１１に接続されており、第２ア
ダプタ１０の出力電圧をサンプリングして、第１電圧を取得する。電圧比較ユニット３２
の入力端は電圧サンプリングユニット３１の出力端に接続されている。電圧比較ユニット
３２は、第１電圧と第１参考電圧とを比較し、第１電圧と第１参考電圧との比較結果に基
づいて、電圧フィードバック信号を生成する。第１調整ユニット２１は電圧比較ユニット
３２に接続されており、電圧比較ユニット３２に第１参考電圧を提供する。第１調整ユニ
ット２１は、第１参考電圧の値を調整することにより、目標電圧の値を調整する。
【００５４】
　なお、本発明の実施例の第１電圧は、第２アダプタの出力電圧に対応し、第１電圧は、
第２アダプタの現在の出力電圧の大きさを示すために用いられる。また、本発明の実施例
の第１参考電圧は、目標電圧に対応するか、又は、第１参考電圧は、目標電圧の大きさを
示すために用いられる。
【００５５】
　いくつかの実施例において、第１電圧が第１参考電圧より小さい場合、電圧比較ユニッ
トは、第２アダプタの出力電圧が目標電圧に達していないことを示す第１電圧フィードバ
ック信号を生成し、第１電圧が第１参考電圧に等しい場合、電圧比較ユニットは、第２ア
ダプタの出力電圧が目標電圧に達することを示す第２電圧フィードバック信号を生成する
。
【００５６】
　本発明の実施例は、電圧サンプリングユニット３１の具体的な形式について限定せず、
例えば、電圧サンプリングユニット３１は、導線であってもよい。この場合、第１電圧は
、第２アダプタの出力電圧であり、第１参考電圧は、目標電圧である、また別の例として
、電圧サンプリングユニット３１は、直列接続による電圧分割を行う二つの抵抗を含んで
もよい。この場合、第１電圧は、該二つの抵抗により電圧分割した後に得られる電圧であ
ってもよく、第１参考電圧の値は、二つの抵抗の電圧分割比に関連するものであり、例え
ば、目標電圧を５Ｖとすると、第２アダプタの出力電圧が５Ｖに達すると、二つの抵抗の
直列接続による電圧分割後の第１電圧は０．５Ｖであり、第１参考電圧を０．５Ｖに設定
することができる。
【００５７】
　図３実施例の第１調整ユニット２１による第１参考電圧の調整方法は、複数であっても
よい。以下、図４－図６を参照して詳しく説明する。
【００５８】
　好ましくは、いくつかの実施例において、図４に示すように、第１調整ユニット２１は
、制御ユニット４１と、第１デジタルアナログコンバータ（Ｄｉｇｉｔａｌ　ｔｏ　Ａｎ
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ａｌｏｇ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ，ＤＡＣ）４２とを含んでもよい。第１ＤＡＣ４２の入力
端は、制御ユニット４１に接続されており、第１ＤＡＣ４２の出力端は、電圧比較ユニッ
ト３２に接続されている。制御ユニット４１は、第１ＤＡＣ４２を介して第１参考電圧の
値を調整する。
【００５９】
　具体的には、制御ユニット４１は、ＭＣＵであってもよい。ＭＣＵは、ＤＡＣポートを
介して第１ＤＡＣ４２に接続されてもよい。ＭＣＵは、ＤＡＣポートによりデジタル信号
を出力し、第１ＤＡＣ４２によりデジタル信号をアナログ信号に変換する。該アナログ信
号は、第１参考電圧の電圧値である。ＤＡＣは、信号の変換速度が速く、精度が高いとい
う特性を有しているので、ＤＡＣで参考電圧を調整することで、第２アダプタの参考電圧
の調節速度と制御精度を向上させることができる。
【００６０】
　好ましくは、いくつかの実施例において、図５に示すように、第１調整ユニット２１は
、制御ユニット５１と、ＲＣフィルタユニット５２と、を含むことができる。ＲＣフィル
タユニット５２の入力端は制御ユニット５１に接続され、ＲＣフィルタユニット５２の出
力端は電圧比較ユニット３２に接続されている。制御ユニット５１は、ＰＷＭ信号を生成
し、ＰＷＭ信号のデューティ比を調整することにより、第１参考電圧の値を調整する。
【００６１】
　具体的には、制御ユニット５１は、ＭＣＵであってもよい。ＭＣＵは、ＰＷＭポートに
よりＰＷＭ信号を出力する。該ＰＷＭ信号は、ＲＣフィルタ回路５２によりフィルタリン
グされた後、安定したアナログ量、即ち、第１参考電圧を形成することができる。ＲＣフ
ィルタ回路５２は、実装が簡単で安価であるので、第１参考電圧を低コストで調節するこ
とができる。
【００６２】
　好ましくは、いくつかの実施例において、図６に示すように、第１調整ユニット２１は
、制御ユニット６１と、デジタルポテンショメータ６２とを含んでいてもよい。デジタル
ポテンショメータ６２の制御端は制御ユニット６１に接続され、デジタルポテンショメー
タ６２の出力端は電圧比較ユニット３２に接続されている。制御ユニット６１は、デジタ
ルポテンショメータ６２の電圧分割比を調整することにより、第１参考電圧の値を調整す
る。
【００６３】
　具体的には、制御ユニット６１は、ＭＣＵであってもよい。ＭＣＵは、デジタルポテン
ショメータ６２の電圧分割比を調節するためのＩ２Ｃ（Ｉｎｔｅｒ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅ
ｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）インターフェースを介してデジタルポテンショメータ６２の制御端
に接続されていてもよい。デジタルポテンショメータ６２の高電位端は、ＶＤＤ、即ち電
源端であってもよく、デジタルポテンショメータ６２の低電位端は、接地されてもよい。
デジタルポテンショメータ６２の出力端（又は調節出力端と称される）は、電圧比較ユニ
ット３２に接続され、電圧比較ユニット３２に第１参考電圧を出力する。デジタルポテン
ショメータは、実装が簡単で安価であるので、低コストで第１参考電圧を調節することが
できる。
【００６４】
　好ましくは、図２の実施例に基づき、図７に示すように、電圧フィードバックユニット
１２は、電圧分割ユニット７１と、電圧比較ユニット７２と、を含んでもよい。電圧分割
ユニット７１の入力端は電力変換ユニット１１に接続され、所定の電圧分割比に基づいて
第２アダプタ１０の出力電圧を電圧分割し、第１電圧を生成する。電圧比較ユニット７２
の入力端は、電圧分割ユニット７１の出力端に接続され、第１電圧と第１参考電圧とを比
較し、第１電圧と第１参考電圧との比較結果に基づいて、電圧フィードバック信号を生成
する。第１調整ユニット２１は、電圧分割ユニット７１に接続され、電圧分割ユニット７
１の電圧分割比を調整することにより、目標電圧の電圧値を調整する。
【００６５】
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　図７の実施例と、図３－図６の実施例との主な差異は、図３－図６の実施例では、電圧
比較ユニットの参考電圧を調整することにより目標電圧の電圧値を調整しているのに対し
、図７の実施例では、電圧分割ユニット７１の電圧分割比を調整することにより目標電圧
の電圧値を調整していることにある。言い換えると、図７の実施例では、第１参考電圧を
固定値ＶＲＥＦとし、第２アダプタの出力電圧を５Ｖとしたい場合には、電圧分割ユニッ
ト７１の電圧分割比を調節して、第２アダプタの出力電圧が５Ｖとなるように、電圧分割
ユニット７１の出力端の電圧をＶＲＥＦに等しくすることができる。同様に、第２アダプ
タの出力電圧を３Ｖにしたい場合には、電圧分割ユニット７１の電圧分割比を調整して、
第２アダプタの出力電圧が３Ｖとなるように、電圧分割ユニット７１の出力端の電圧をＶ
ＲＥＦに等しくすることができる。
【００６６】
　本発明の実施例では、第２アダプタの出力電圧のサンプリングと目標電圧の電圧値の調
整は、電圧分割ユニットにより実現されるので、第２アダプタの回路構造を簡素化するこ
とができる。
【００６７】
　本発明の実施例における電圧分割ユニット７１実施形態は様々であり、例えば、デジタ
ルポテンショメータを採用してもよく、上記電圧分割及び電圧分割比調節機能を実現する
ために、個別の抵抗や、スイッチ等の素子を用いることができる。
【００６８】
　デジタルポテンショメータの実施例を図８に示すように、電圧分割ユニット７１は、デ
ジタルポテンショメータ８１を含んでもよい。第１調整ユニット２１は、制御ユニット８
２を含んでもよい。デジタルポテンショメータ８１の高電位端は電力変換ユニット１１に
接続され、デジタルポテンショメータ８１の低電位端は接地されている。デジタルポテン
ショメータ８１の出力端は電圧比較ユニット７２の入力端に接続されている。制御ユニッ
ト８２はデジタルポテンショメータ８１の制御端に接続されており、デジタルポテンショ
メータ８１の電圧分割比を調整する。
【００６９】
　上記電圧比較ユニット７２の実施形態は様々であり、いくつかの実施例では、図９に示
すように、電圧比較ユニット７２は、第１オペアンプを含んでもよい。該第１オペアンプ
の逆相入力端は、第１電圧を受信し、第１オペアンプの同相入力端は、第１参考電圧を受
信し、第１オペアンプの出力端は、電圧フィードバック信号を生成するよう構成されてい
る。第１オペアンプは、第１誤差増幅器又は電圧誤差増幅器と称されてもよい。
【００７０】
　好ましくは、図１０に示すように、前述の実施形態のいずれか一つに基づき、第２アダ
プタ１０は、第２調整ユニット１０１をさらに含んでもよい。第２調整ユニット１０１は
電流フィードバックユニット１３に接続されており、目標電流の電流値を調整する。
【００７１】
　本発明の実施例では、第２調整ユニットを導入され、該第２調整ユニットは、実際の要
求に応じて、第２アダプタの出力電流を調整し、第２アダプタのインテリジェンスを向上
させる。例えば、第２アダプタ１０は、第１充電モード又は第２充電モードで作動し、第
２調整ユニット１０１は、第２アダプタ１０が現在使用している第１充電モード又は第２
充電モードに基づいて目標電流の電流値を調整する。
【００７２】
　好ましくは、いくつかの実施例において、図１０の実施例に基づき、図１１に示すよう
に、電流フィードバックユニット１３は、電流サンプリングユニット１１１と、電流比較
ユニット１１２とを含んでもよい。電流サンプリングユニット１１１の入力端は電力変換
ユニット１１に接続されており、第２アダプタ１０の出力電流をサンプリングして、第２
アダプタ１０の出力電流の大きさを示す第２電圧を取得する。電流比較ユニット１１２の
入力端は、電流サンプリングユニット１１１の出力端に接続されており、第２電圧と第２
参考電圧とを比較し、第２電圧と第２参考電圧との比較結果に基づいて、電流フィードバ



(22) JP 2018-520628 A 2018.7.26

10

20

30

40

50

ック信号を生成する。第２調整ユニット１０１は、電流比較ユニット１１２に接続されて
おり、電流比較ユニット１１２に第２参考電圧を提供して第２参考電圧の電圧値を調整す
ることにより、目標電流の電流値を調整する。
【００７３】
　なお、本発明の実施例の第２電圧は第２アダプタの出力電流に対応し、第２電圧、第２
アダプタの出力電流の大きさを示す。また、本発明の実施例の第２参考電圧は目標電流に
対応し、第２参考電圧は目標電流の大きさを示す。
【００７４】
　具体的には、第２電圧が第２参考電圧より小さい場合、電流比較ユニットは、第２アダ
プタの出力電流が目標電流に達していないことを示す第１電流フィードバック信号を生成
し、第２電圧が第２参考電圧に等しい場合、電流比較ユニットは、第２アダプタの出力電
流が目標電流に達することを示す第２電流フィードバック信号を生成する。
【００７５】
　電流サンプリングユニット１１１による第２電圧を取得する方法は、具体的には以下の
ようなものであってよい。まず、電流サンプリングユニット１１１は、第２アダプタの出
力電流をサンプリングして、サンプリング電流を取得する。そして、サンプリング電流の
大きさに基づいて、対応するサンプリング電圧に変換する（サンプリング電圧値は、サン
プリング電流値とサンプリング抵抗の積に等しい）。いくつかの実施例においては、該サ
ンプリング電圧を直接第２電圧とすることができる。他の実施例においては、複数の抵抗
を採用して該サンプリング電圧を電圧分割し、電圧分割した後の電圧を第２電圧とするこ
ともできる。電流サンプリングユニット１１１の電流サンプリング機能は、具体的には、
検流計により実現することができる。
【００７６】
　図１１の実施例の第２調整ユニットが第２参考電圧を調整する方法は、多くの方法があ
る。以下、図１２－図１４を参照して詳しく説明する。
【００７７】
　好ましくは、一部の実施例において、図１２に示すように、第２調整ユニット１０１は
、制御ユニット１２１と、第２のＤＡＣ１２２と、を含んでもよい。第２のＤＡＣ１２２
の入力端は制御ユニット１２１に接続され、第２のＤＡＣ１２２の出力端は電流比較ユニ
ット１１２に接続されている。制御ユニット１２１は、第２のＤＡＣ１２２により第２参
考電圧の電圧値を調整する。
【００７８】
　具体的には、制御ユニット１２１は、ＭＣＵであってもよい。ＭＣＵは、ＤＡＣポート
を介して第２のＤＡＣ１２２に接続することができる。ＭＣＵは、ＤＡＣポートを介して
デジタル信号を出力し、第２のＤＡＣ１２２を介してデジタル信号をアナログ信号に変換
する。該アナログ信号は、即ち、第１参考電圧の電圧値である。ＤＡＣは信号の変換速度
が速く、精度が高いという特性を有しているので、ＤＡＣで参考電圧を調整することで、
第２アダプタの参考電圧の調節速度と制御精度を向上させることができる。
【００７９】
　好ましくは、一部の実施例において、図１３に示すように、第２調整ユニット１０１は
、制御ユニット１３１とＲＣフィルタユニット１３２とを含んでもよい。ＲＣフィルタユ
ニット１３２の入力端は制御ユニット１３１に接続され、ＲＣフィルタユニット１３２の
出力端は電流比較ユニット１１２に接続されている。制御ユニット１３１は、ＰＷＭ信号
を生成し、ＰＷＭ信号のデューティ比を調整することにより第２参考電圧の電圧値を調整
する。
【００８０】
　具体的には、制御ユニット１３１は、ＭＣＵであってもよい。ＭＣＵは、ＰＷＭポート
を介してＰＷＭ信号を出力する。該ＰＷＭ信号は、ＲＣフィルタ回路１３２を介してフィ
ルタリングされた後、安定したアナログ量、即ち、第２参考電圧を形成することができる
。ＲＣフィルタ回路１３２は、実装が簡単で安価であるので、低いコストで第２参考電圧
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の調節を実現することができる。
【００８１】
　好ましくは、一部の実施例において、図１４に示すように、第２調整ユニット１０１は
、制御ユニット１４１と、ジタルポテンショメータ１４２と、を含んでもよい。デジタル
ポテンショメータ１４２の制御端は制御ユニット１４１に接続され、デジタルポテンショ
メータ１４２の出力端は電流比較ユニット１１２に接続されている。制御ユニット１４１
は、デジタルポテンショメータ１４２の電圧分割比を調整することにより、第２参考電圧
の電圧値を調整する。
【００８２】
　一部の実施例において、制御ユニット１４１は、ＭＣＵであってもよい。ＭＣＵは、Ｉ
２Ｃインターフェースを介してデジタルポテンショメータ１４２の制御端に接続されてお
り、デジタルポテンショメータ１４２の電圧分割比を調節する。デジタルポテンショメー
タ１４２の高電位端は、ＶＤＤ、即ち、電源端であってもよく、デジタルポテンショメー
タ１４２の低電位端は、接地されてもよい。デジタルポテンショメータ１４２の出力端（
又は調節出力端と称される）は、電流比較ユニット１１２に接続されており、電流比較ユ
ニット１１２に第２参考電圧を出力する。デジタルポテンショメータの実装が簡単で安価
であるので、低いコストで第２参考電圧の調節を実現することができる。
【００８３】
　好ましくは、一部の実施例において、図１０実施例に基づき、図１５に示すように、電
流フィードバックユニット１３は、電流サンプリングユニット１５１と、電圧分割ユニッ
ト１５２と、電流比較ユニット１５３と、を含んでもよい。電流サンプリングユニット１
５１の入力端は電力変換ユニット１１に接続されており、第２アダプタ１０の出力電流を
サンプリングして、第２アダプタ１０の出力電流の大きさを示す第３電圧を取得する。電
圧分割ユニット１５２の入力端は電流サンプリングユニット１５１の出力端に接続されて
おり、所定の電圧分割比に基づいて第３電圧を電圧分割し、第２電圧を生成する。電流比
較ユニット１５３の入力端は電圧分割ユニット１５２の出力端に接続されており、第２電
圧と第２参考電圧とを比較し、第２電圧と第２参考電圧との比較結果に基づいて、電流フ
ィードバック信号を生成する。第２調整ユニット１０１は電圧分割ユニット１５２に接続
されており、電圧分割ユニット１５２の電圧分割比を調整することにより、目標電流の電
流値を調整する。
【００８４】
　図１５の実施例と図１１－図１４の実施例との主な差異は、図１１－図１４の実施例で
は、電流比較ユニットの参考電圧を調整することにより目標電流の電流値の調整を実現し
ているのに対し、図１５の実施例では、電圧分割ユニット１５２の電圧分割比を調整する
ことにより目標電流の電流値の調整を実現することにある。言い換えると、図１５の実施
例では、第２参考電圧を固定値ＶＲＥＦに設置し、第２アダプタの出力電流を３００ｍＶ
にしたい場合には、電圧分割ユニット１５２の電圧分割比を調節して、第２アダプタの出
力電流が３００ｍＶとなるように、電圧分割ユニット１５２の出力端の電圧をＶＲＥＦに
等しく調整することができる。また、同様に、第２アダプタの出力電流を５００ｍＶにし
たい場合には、電圧分割ユニット１５２の電圧分割比を調整することにより、第２アダプ
タの出力電流が５００ｍＶとなるように、電圧分割ユニット１５２の出力端の電圧をＶＲ
ＥＦに等しく調整することができる。
【００８５】
　本発明の実施例の電圧分割ユニット１５２の実施形態は、複数あり、例えば、デジタル
ポテンショメータを採用して実現してもよく、上記電圧分割や電圧分割比調節機能を実現
するために、個別の抵抗や、スイッチ等の素子を用いることができる。
【００８６】
　デジタルポテンショメータの実施形態を例として、図１６に示すように、電圧分割ユニ
ット１５２は、デジタルポテンショメータ１６１を含み、第２調整ユニット１０１は、制
御ユニット１６２を含む。デジタルポテンショメータ１６１の高電位端は電流サンプリン
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グユニット１５１の出力端に接続され、デジタルポテンショメータ１６１の低電位端は接
地され、デジタルポテンショメータ１６１の出力端は電流比較ユニット１５３の入力端に
接続されている。制御ユニット１６２はデジタルポテンショメータ１６１の制御端に接続
されており、デジタルポテンショメータ１６１の電圧分割比を調整する。
【００８７】
　上記制御ユニットは、一つの制御ユニットであってもよく、複数の制御ユニットであっ
てもよい。いくつかの実施例において、上記第１調整ユニット及び第２調整ユニットの制
御ユニットは、同一制御ユニットである。
【００８８】
　上記電流比較ユニット１５３の実施形態は様々であり、いくつかの実施例では、図１７
に示すように、電流比較ユニット１５３は、第２オペアンプを含んでもよい。該第２オペ
アンプの逆相入力端は、第２電圧を受信し、第２オペアンプの同相入力端は、第２参考電
圧を受信し、第２オペアンプの出力端は、電流フィードバック信号を生成する。第２オペ
アンプは、第２誤差増幅器又は電流誤差増幅器と称されてもよい。
【００８９】
　以上、図１乃至図１７を参照して、電圧フィードバックユニット１２及び電流フィード
バックユニット１３の実施形態、並びに電圧フィードバックユニット１２に対応する目標
電圧及び電流フィードバックユニット１３に対応する目標電流の調整方式について詳しく
説明したてきたが、以下、図１８を参照して、電力調整ユニット１４の実施形態について
詳しく説明する。
【００９０】
　好ましくは、いくつかの実施例では、図１８に示すように、電圧フィードバックユニッ
ト１２は、第１オペアンプを含んでもよい（図１８に示されてないが、具体的には図９を
参照してもよい）。電圧フィードバックユニット１２の第１オペアンプの出力端は、電圧
フィードバック信号を出力する。電流フィードバックユニット１３は、第２オペアンプを
含んでもよい（図１８に示されてないが、具体的には図１７を参照してもよい）。電流フ
ィードバックユニット１３の第２オペアンプの出力端は、電流フィードバック信号を出力
する。電力調整ユニット１４は、第１ダイオードＤ１と、第２ダイオードＤ２と、光結合
ユニット１８１と、ＰＷＭ制御ユニット１８２と、を含んでもよい。電圧フィードバック
ユニット１２の第１オペアンプ（図９を参照すると、第１オペアンプの出力端は、電圧フ
ィードバック信号を出力するために用いられる）の出力端は、第１ダイオードＤ１のカソ
ードに接続される。第１ダイオードＤ１のアノードは、光結合ユニット１８１の入力端に
接続される。電流フィードバックユニット１３の第２オペアンプの出力端（図１７を参照
すると、第２オペアンプの出力端は、電流フィードバック信号を出力する）は、第２ダイ
オードＤ２のカソードに接続される。第２ダイオードＤ２のアノードは、光結合ユニット
１８１の入力端に接続される。光結合ユニット１８１の出力端は、ＰＷＭ制御ユニット１
８２の入力端に接続される。ＰＷＭ制御ユニット１８２の出力端は、電力変換ユニット１
１に接続される。
【００９１】
　なお、本文に現れる第１オペアンプは、同一オペアンプを指してもよい。同様に、本文
に現れる第２オペアンプは、同一オペアンプを指してもよい。
【００９２】
　具体的には、本実施例において、第１オペアンプから出力される電圧信号は、即ち、電
圧フィードバック信号であり、第２オペアンプから出力される電圧信号は、即ち、電流フ
ィードバック信号である。第１オペアンプから出力される電圧信号が０である場合、第２
アダプタの出力電圧が目標電圧に達することを示し、第２オペアンプから出力される電圧
信号が０である場合、第２アダプタの出力端電流が目標電流に達することを示す。第１ダ
イオードＤ１と第２ダイオードＤ２とは、逆並列接続される二つのダイオードであり、第
１オペアンプと第２オペアンプの何れかのオペアンプから出力される電圧信号が０である
場合には、図１８のフィードバックポイントの電圧は、約０となる（ダイオードを導通す
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るには一定の電圧差が必要なため、フィードバックポイントの実際の電圧は、０．７Ｖな
ど、わずかに０より大きくなる）。この場合、光結合ユニット１８１は安定状態で作動し
、ＰＷＭ制御ユニット１８２に安定した電圧信号を出力する。そして、ＰＷＭ制御ユニッ
ト１８２は、デューティ比が一定のＰＷＭ制御信号を生成し、電力変換ユニット１１を介
して第２アダプタの出力電圧及び出力電流を安定させる。言い換えると、第２アダプタの
出力電圧と出力電流のうちの何れかが目標値に達したときに、逆並列接続される第１ダイ
オードＤ１と第２ダイオードＤ２とが、即座にこの事象の発生を検知して、第２アダプタ
の出力電圧及び出力電流を安定させることができる。
【００９３】
　好ましくは、一部の実施例では、第２アダプタ１０は、第１充電モード及び第２充電モ
ードをサポートすることができる。第２アダプタ１０の第２充電モードでの充電対象機器
（例えば、端末）への充電速度は、第２アダプタ１０の第１充電モードでの充電対象機器
（例えば、端末）への充電速度より速い。言い換えると、第２充電モードで作動する第２
アダプタ１０は、第１充電モードで作動する第２アダプタ１０に比べて、同じ容量の充電
対象機器（例えば、端末）のバッテリを完全に充電するのにかかる時間が短い。
【００９４】
　第２アダプタ１０は、制御ユニットを含む。第２アダプタ１０は、充電対象機器（例え
ば、端末）に接続されると、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と双方向通信
して、第２充電モードの充電プロセスを制御する。該制御ユニットは、上記いずれかの実
施例の制御ユニットであってもよく、例えば、第１調整ユニットの制御ユニットであって
もよいし、第２調整ユニットの制御ユニットであってもよい。
【００９５】
　第１充電モードは、普通充電モードであり、第２充電モードは、急速充電モードであっ
てもよい。該普通充電モードでは、第２アダプタは、小さい電流値（一般的には２．５Ａ
より小さい）を出力するか、又は、小さい電力（一般的には１５Wより小さい）で充電対
象機器（例えば、端末）のバッテリを充電する。普通充電モードでは、大容量のバッテリ
（例えば３０００ｍＡｈ容量のバッテリ）を完全に充電しようとすると、通常、数時間か
かるが、急速充電モードでは、第２アダプタが大きい電流（一般的には、２．５Ａより大
きく、例えば４．５Ａ、５Ａ、又はそれ以上）を出力するか、又は、大きい電力（一般的
には１５W以上である）で充電対象機器（例えば、端末）のバッテリを充電することがで
きる。急速充電モードでは、普通充電モードに比べて、第２アダプタで同じ容量のバッテ
リを完全に充電するのにかかる時間を著しく短縮することができ、充電速度をより速くす
ることができる。
【００９６】
　本発明の実施例では、第２アダプタの制御ユニットと充電対象機器（例えば、端末）と
の通信内容や、制御ユニットが第２アダプタの第２充電モードで出力を制御する方法につ
いて具体的に限定されない。例えば、制御ユニットは、充電対象機器（例えば、端末）と
通信して、充電対象機器（例えば、端末）のバッテリの現在の電圧又は現在の電気量につ
いてやりとりを行い、バッテリの現在の電圧又は現在の電気量に基づいて、第２アダプタ
の出力電圧又は出力電流を調整することとしてもよい。以下、具体的な実施例を参照して
、制御ユニットと充電対象機器（例えば、端末）との間の通信内容、及び制御ユニットが
第２充電モードでの第２アダプタの出力を制御する方法について詳しく説明する。
【００９７】
　好ましくは、いくつかの実施例では、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と
双方向通信して、第２充電モードでの第２アダプタの出力を制御するプロセスは、制御ユ
ニットが充電対象機器（例えば、端末）と双方向通信して、第２アダプタと充電対象機器
（例えば、端末）との間の充電モードをネゴシエーションすることを含んでもよい。
【００９８】
　本発明の実施例において、第２アダプタは、第２充電モードを盲目的に採用して充電対
象機器（例えば、端末）を急速充電するのではなく、充電対象機器（例えば、端末）と双
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方向通信して、第２アダプタが第２充電モードで充電対象機器（例えば、端末）を急速充
電しても良いか否かをネゴシエーションすることで、充電プロセスの安全性を向上させる
ことができる。
【００９９】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と双方向通信して、第２ア
ダプタと充電対象機器（例えば、端末）との間の充電モードをネゴシエーションすること
は、制御ユニットが、充電対象機器（例えば、端末）が第２充電モードをオンにするか否
かを問い合わせる第１コマンドを充電対象機器（例えば、端末）に送信することと、制御
ユニットが、充電対象機器（例えば、端末）から送信された、充電対象機器（例えば、端
末）が第２充電モードをオンにすることに同意するか否かを示す前記第１コマンドに対す
る返信コマンドを受信することと、充電対象機器（例えば、端末）が第２充電モードをオ
ンにすることに同意した場合に、制御ユニットが第２充電モードで充電対象機器（例えば
、端末）を充電することと、を含んでもよい。
【０１００】
　本発明の実施例の上記説明は、第２アダプタ（又は第２アダプタの制御ユニット）と充
電対象機器（例えば、端末）との主従関係を限定するものではない。言い換えると、制御
ユニットと充電対象機器（例えば、端末）とのうちいずれかをマスター装置側として、双
方向通信セッションを開始することができ、それに応じて、他方をスレーブ装置側として
マスター装置側が開始する通信に第１応答又は第１返信を出すことができる。実現可能な
方法として、通信中、第２アダプタ側及び充電対象機器（例えば、端末）側のアースに対
するレベルとを比較することにより、マスター及びスレーブ装置のアイデンティティを確
認することができる。
【０１０１】
　本発明の実施例は、第２アダプタ（又は第２アダプタの制御ユニット）と充電対象機器
（例えば、端末）との間の双方向通信の具体的な実現方法を限定するものではない。つま
り、第２アダプタ（又は第２アダプタの制御ユニット）と充電対象機器（例えば、端末）
のいずれかをマスター装置側として通信セッションを開始し、それに応じて、他方をスレ
ーブ装置側として、マスター装置側が開始する通信セッションに対して第１応答又は第１
返信を出すこととしてもよい。同時に、マスター装置側は、前記スレーブ装置側からの第
１応答又は第１返信に第２応答することができる。即ち、マスター及びスレーブ装置の間
で一回の充電モードに関するネゴシエーションプロセスが完了したと考えてもよい。一種
の実行可能な実施方法として、マスター及びスレーブ装置側の間で複数回の充電モードに
関するネゴシエーションが完了した後、マスター及びスレーブ装置側の間の充電操作を実
行することにより、ネゴシエーション後の充電プロセスが安全かつ確実に実行されること
を確保することができる。
【０１０２】
　マスター装置側が、前記スレーブ装置側の通信セッションに対して第１応答又は第１返
信に応じた第２応答を出す一つの方法は、マスター装置側が前記スレーブ装置側の通信セ
ッションに対して第１応答又は第１返信を受信し、受信された前記スレーブ装置の第１応
答又は第１返信に応じて対応する第２応答を出すことができる方法であってもよい。例と
して、マスター装置側が所定時間内に前記スレーブ装置側の通信セッションに対する第１
応答又は第１返信を受信した場合に、マスター装置側は、前記スレーブ装置の第１応答又
は第１返信に対して対応する第２応答を出すことは、具体的には、マスター装置側とスレ
ーブ装置側とが一回の充電モードに関するネゴシエーションを完了し、マスター装置側と
スレーブ装置側との間のネゴシエーションの結果に基づいて、第１充電モード又は第２充
電モードに従って充電操作を実行し、即ち、第２アダプタがネゴシエーションの結果に基
づいて、第１充電モード又は第２充電モードで作動して充電対象機器（例えば、端末）を
充電する。
【０１０３】
　マスター装置側として、前記スレーブ装置側の通信セッションに対する第１応答又は第
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１返信に応じて、更に第２応答を出すことができる一つの方法は、マスター装置側が所定
時間内で前記スレーブ装置側の通信セッションに対する第１応答又は第１返信を受信する
ことなしに、マスター装置側が前記スレーブ装置の第１応答又は第１返信に対して対応す
る第２応答を出すこととしてもよい。例として、マスター装置側が所定時間内で前記スレ
ーブ装置側の通信セッションに対する第１応答又は第１返信を受信することなしに、マス
ター装置側が前記スレーブ装置の第１応答又は第１返信に対して対応性のある第２応答を
出すとは、具体的には、マスター装置側とスレーブ装置側とが一回の充電モードに関する
ネゴシエーションを完了し、マスター装置側とスレーブ装置側との間で第１充電モードに
従って充電操作を行う、即ち、第２アダプタが第１充電モードで作動して充電対象機器（
例えば、端末）を充電する。
【０１０４】
　好ましくは、一部の実施例において、充電対象機器（例えば、端末）がマスター装置と
して、通信セッションを開始する場合に、第２アダプタ（又は第２アダプタの制御ユニッ
ト）がスレーブ装置として、マスター装置側が開始する通信セッションに対して第１応答
又は第１返信を出した後、充電対象機器（例えば、端末）が第２アダプタの第１応答又は
第１返信に対して対応する第２応答なしに、第２アダプタ（又は第２アダプタの制御ユニ
ット）と充電対象機器（例えば、端末）との間で一回の充電モードに関するネゴシエーシ
ョンプロセスが完了したと考えてもよい。第２アダプタは、ネゴシエーション結果に基づ
いて第１充電モード又は第２充電モードで充電対象機器（例えば、端末）を充電すること
を決定することができる。
【０１０５】
　好ましくは、一部の実施例において、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と
双方向通信して、第２アダプタの第２充電モードでの出力を制御するプロセスは、制御ユ
ニットが充電対象機器（例えば、端末）と双方向通信して、第２充電モードでの第２アダ
プタから出力された充電対象機器（例えば、端末）を充電する充電電圧を決定することと
、制御ユニットが目標電圧の電圧値を調整して、目標電圧の電圧値が、第２充電モードで
の第２アダプタから出力された充電対象機器（例えば、端末）を充電する充電電圧と等し
くなるようにすることと、を含んでもよい。
【０１０６】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と双方向通信して、第２充
電モードでの第２アダプタから出力された充電対象機器（例えば、端末）を充電する充電
電圧を決定することは、制御ユニットが、第２アダプタの出力電圧と充電対象機器（例え
ば、端末）のバッテリの現在の電圧とが一致しているか否かを問い合わせる第２コマンド
を充電対象機器（例えば、端末）に送信することと、制御ユニットが、充電対象機器（例
えば、端末）から送信された、第２アダプタの出力電圧とバッテリの現在の電圧とが一致
しているか、高めであるか、又は低めであるかを示す第２コマンドの返信コマンドを受信
することと、を含んでもよい。または、第２コマンドは、第２アダプタの現在の出力電圧
を、第２充電モードでの第２アダプタから出力された充電対象機器（例えば、端末）を充
電する充電電圧とするのが適切であるか否かを問い合わせることができる。第２コマンド
の返信コマンドは、現在の第２アダプタの出力電圧が適切であるか、高めであるか、又は
低めであるかを示すことができる。第２アダプタの現在の出力電圧とバッテリの現在の電
圧とが一致しているか、又は第２アダプタの現在の出力電圧が第２充電モードでの第２ア
ダプタから出力された充電対象機器（例えば、端末）を充電する充電電圧として適切であ
る場合には、第２アダプタの現在の出力電圧が、バッテリの現在の電圧よりやや高く、第
２アダプタの出力電圧とバッテリの現在の電圧との間の差が所定範囲内（通常、数百ミリ
ボルトの等級）にあることを示す。
【０１０７】
　好ましくは、いくつかの実施例において、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末
）と双方向通信して、第２充電モードでの第２アダプタの出力を制御するプロセスは、制
御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と双方向通信して、第２充電モードでの第２
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アダプタから出力された充電対象機器（例えば、端末）を充電する充電電流を決定するこ
とと、制御ユニットが目標電流の電流値を調整して、目標電流の電流値が、第２充電モー
ドでの第２アダプタから出力された充電対象機器（例えば、端末）を充電する充電電流と
等しくすることと、を含んでもよい。
【０１０８】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と双方向通信して、第２充
電モードでの第２アダプタから出力された充電対象機器（例えば、端末）を充電する充電
電流を決定することは、制御ユニットが、充電対象機器（例えば、端末）の現在サポート
する最大充電電流を問い合わせる第３コマンドを充電対象機器（例えば、端末）に送信す
ることと、制御ユニットが、充電対象機器（例えば、端末）から送信された充電対象機器
（例えば、端末）の現在サポートする最大充電電流を示す第３コマンドの返信コマンドを
受信することと、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）の現在サポートする最大
充電電流に基づいて、第２充電モードでの第２アダプタから出力された充電対象機器（例
えば、端末）を充電する充電電流を決定することと、を含んでもよい。なお、制御ユニッ
トが充電対象機器（例えば、端末）の現在サポートする最大充電電流に基づいて、第２充
電モードでの第２アダプタから出力された充電対象機器（例えば、端末）を充電する充電
電流を決定する方法は複数あり、例えば、第２アダプタは、充電対象機器（例えば、端末
）の現在サポートする最大充電電流を第２充電モードでの第２アダプタから出力された充
電対象機器（例えば、端末）を充電する充電電流として決定してもよいし、充電対象機器
（例えば、端末）の現在サポートする最大充電電流及び自身の電流出力能力などの要素を
総合的に考慮した後、第２充電モードでの第２アダプタから出力された充電対象機器（例
えば、端末）を充電する充電電流を決定してもよい。
【０１０９】
　好ましくは、いくつかの実施例では、制御ユニットは、充電対象機器（例えば、端末）
と双方向通信して、第２充電モードでの第２アダプタの出力を制御するプロセスは、第２
アダプタが第２充電モードで充電対象機器（例えば、端末）の充電中に、制御ユニットが
充電対象機器（例えば、端末）と双方向通信して、第２充電モードでの第２アダプタの出
力電流を調整することを含んでもよい。
【０１１０】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と双方向通信して、第２ア
ダプタの出力電流を調整することは、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）のバ
ッテリの現在の電圧を問い合わせる第４コマンドを充電対象機器（例えば、端末）に送信
することと、制御ユニットが、第２アダプタから送信された、バッテリの現在の電圧を示
す第４コマンドの返信コマンドを受信することと、制御ユニットがバッテリの現在の電圧
に基づいて、第２アダプタの出力電流を調整することと、を含んでもよい。
【０１１１】
　好ましくは、いくつかの実施例において、図１９Ａに示すように、第２アダプタ１０は
、充電インターフェース１９１を含む。さらに、一部の実施例において、第２アダプタ１
０の制御ユニット（図２３に示すＭＣＵ）は、充電インターフェース１９１のデータケー
ブル１９２を介して充電対象機器（例えば、端末）と双方向通信することができる。
【０１１２】
　好ましくは、いくつかの実施例において、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末
）と双方向通信して、第２充電モードでの第２アダプタの出力を制御するプロセスは、制
御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と双方向通信して、充電インターフェースが
接触不良であるか否かを決定することを含んでもよい。
【０１１３】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と双方向通信して、充電イ
ンターフェースが接触不良であるか否かを決定することは、制御ユニットが、充電対象機
器（例えば、端末）のバッテリの現在の電圧を問い合わせる第４コマンドを充電対象機器
（例えば、端末）に送信することと、制御ユニットが、充電対象機器（例えば、端末）か
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ら送信された、充電対象機器（例えば、端末）のバッテリの現在の電圧を示す第４コマン
ドの返信コマンドを受信することと、制御ユニットが第２アダプタの出力電圧及び充電対
象機器（例えば、端末）のバッテリの現在の電圧に基づいて、充電インターフェースが接
触不良であるか否かを決定することと、を含んでもよい。例えば、制御ユニットが第２ア
ダプタの出力電圧と充電対象機器（例えば、端末）の現在の電圧との電圧差が所定電圧閾
値より大きいと決定すると、この場合の電圧差を第２アダプタから出力された現在の電流
値で割って得られる抵抗値が、所定抵抗閾値より大きいであることを示し、充電インター
フェースが接触不良であると決定することを示す。
【０１１４】
　好ましくは、いくつかの実施例において、充電インターフェースが接触不良であること
は、充電対象機器（例えば、端末）によって決定されてもよい。充電対象機器（例えば、
端末）が第２アダプタの出力電圧を問い合わせる第６コマンドを制御ユニットに送信し、
充電対象機器（例えば、端末）が、制御ユニットから送信された、第２アダプタの出力電
圧を示す第６コマンドの返信コマンドを受信し、充電対象機器（例えば、端末）が充電対
象機器（例えば、端末）のバッテリの現在の電圧及び第２アダプタの出力電圧に基づいて
、充電インターフェースが接触不良であるか否かを決定する。充電対象機器（例えば、端
末）は、充電インターフェースが接触不良であることを決定した後、充電対象機器（例え
ば、端末）が充電インターフェースが接触不良であることを示す第５コマンドを制御ユニ
ットに送信する。制御ユニットが第５コマンドを受信した後、第２充電モードを終了する
ように第２アダプタを制御する。
【０１１５】
　以下、図１９Ｂを参照して、第２アダプタの制御ユニットと充電対象機器（例えば、端
末）との間の通信プロセスをさらに詳しく説明する。なお、図１９Ｂの例は、単に、当業
者が本発明の実施例を理解するのを助けるためのものに過ぎず、本発明の実施例に例示さ
れた具体的な数値又は具体的な場面に限定するものではない。当業者は、示される図１９
Ｂの例に基づいて、各種同等の修正又は変更を行えることは明らかであり、このような修
正又は変更も本発明の実施例の範囲内に該当する。
【０１１６】
　図１９Ｂに示すように、第２充電モードでの第２アダプタの出力で充電対象機器（例え
ば、端末）を充電するプロセス、即ち、充電プロセスは、五つの段階を含む。
【０１１７】
　段階１：
　充電対象機器（例えば、端末）が電源供給装置に接続された後、充電対象機器（例えば
、端末）は、データケーブルＤ＋、Ｄ－を介して電源供給装置のタイプを検出し、電源供
給装置が第２アダプタであることを検出した場合には、充電対象機器（例えば、端末）に
よって引き出される電流は、所定電流閾値Ｉ２（例えば１Ａであってもよい）より大きく
てもよい。第２アダプタの制御ユニットが、第２アダプタの出力電流が所定持続時間（例
えば、連続的なＴ１時間）の間、Ｉ２以上であることを検出すると、制御ユニットは、充
電対象機器（例えば、端末）の電源供給装置のタイプを認識することが完了したとみなし
、制御ユニットは、第２アダプタと充電対象機器（例えば、端末）との間のネゴシエーシ
ョンプロセスを開始し、コマンド１（上記第１コマンドに対応する）を充電対象機器（例
えば、端末）に送信して、充電対象機器（例えば、端末）に対し、第２アダプタが、第２
充電モードで充電対象機器（例えば、端末）を充電することに同意するか否かを問い合わ
せる。
【０１１８】
　制御ユニットは、充電対象機器（例えば、端末）から送信された、コマンド１の返信コ
マンドを受信し、該コマンド１の返信コマンドが、充電対象機器（例えば、端末）が、第
２アダプタが第２充電モードで充電対象機器（例えば、端末）を充電することに同意しな
いことを示すと、制御ユニットは、第２アダプタの出力電流を再度に検出する。第２アダ
プタの出力電流が所定の連続時間内（例えば、連続的なＴ１時間であってもよい）のＩ２
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以上である場合に、制御ユニットは、充電対象機器（例えば、端末）にコマンド１を再送
信して、充電対象機器（例えば、端末）に対し、第２アダプタが、第２充電モードで充電
対象機器（例えば、端末）を充電することに同意するか否かを問い合わせる。制御ユニッ
トは、充電対象機器（例えば、端末）に対し、第２アダプタが第２充電モードで充電対象
機器（例えば、端末）を充電することに同意する、又は第２アダプタの出力電流がＩ２以
上であるという条件を満たさなくなるまで段階１の上記ステップを繰り返す。
【０１１９】
　第２アダプタが第２充電モードで充電対象機器（例えば、端末）を充電することに充電
対象機器（例えば、端末）が同意した後、通信プロセスが第２段階に入る。
【０１２０】
　段階２：
　第２アダプタの出力電圧は、複数のグレードを含んでもよい。制御ユニットは、充電対
象機器（例えば、端末）にコマンド２（上記第２コマンドに対応する）を送信し、第２ア
ダプタの出力電圧（現在の出力電圧）と充電対象機器（例えば、端末）のバッテリの現在
の電圧とが一致しているか否かを問い合わせる。
【０１２１】
　充電対象機器（例えば、端末）は、制御ユニットに対し、第２アダプタの出力電圧と充
電対象機器（例えば、端末）のバッテリの現在の電圧が一致しているか、高めであるか、
又は低めであるかを示すコマンド２の返信コマンドを送信する。コマンド２に対する返信
コマンドが、第２アダプタの出力電圧が高めであるか、又は低めであるかを示した場合に
は、制御ユニットは、第２アダプタの出力電圧を１グレード調整して、充電対象機器（例
えば、端末）にコマンド２を再送信し、第２アダプタの出力電圧と充電対象機器（例えば
、端末）のバッテリの現在の電圧とが一致しているか否かを再度に問い合わせる。充電対
象機器（例えば、端末）は、第２アダプタの出力電圧と充電対象機器（例えば、端末）の
バッテリの現在の電圧とが一致していると決定するまで、段階２の上記ステップを繰り返
して、３段階に入る。
【０１２２】
　段階３：
　制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）にコマンド３（上記第３コマンドに対応
する）を送信して、充電対象機器（例えば、端末）の現在サポートする最大充電電流を問
い合わせる。充電対象機器（例えば、端末）が制御ユニットにコマンド３の返信コマンド
を送信して、充電対象機器（例えば、端末）の現在サポートする最大充電電流を示し、第
４段階に入る。
【０１２３】
　段階４：
　制御ユニットは、充電対象機器（例えば、端末）が現在サポートする最大充電電流に基
づいて、第２充電モードでの第２アダプタから出力された充電対象機器（例えば、端末）
を充電する充電電流を決定した後、定電流充電段階である段階５に入る。
【０１２４】
　段階５：
　定電流充電段階に入った後、制御ユニットは、間隔をあけて充電対象機器（例えば、端
末）にコマンド４（上記第４コマンドに対応する）を送信して、充電対象機器（例えば、
端末）のバッテリの現在の電圧を問い合わせる。充電対象機器（例えば、端末）は、制御
ユニットにコマンド４の返信コマンドを送信して、充電対象機器（例えば、端末）のバッ
テリの現在の電圧をフィードバックする。制御ユニットは、充電対象機器（例えば、端末
）のバッテリの現在の電圧に基づいて、充電インターフェースが接触良好であるか否か、
及び第２アダプタの出力電流を低下させる必要があるか否かを判断する。第２アダプタは
、充電インターフェースが接触不良であると判断すると、充電対象機器（例えば、端末）
にコマンド５（上記第５コマンドに対応する）を送信し、第２アダプタは、第２充電モー
ドを終了した後、リセットして再度、段階１に入る。
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【０１２５】
　好ましくは、いくつかの実施例では、段階１において、充電対象機器（例えば、端末）
がコマンド１の返信コマンドを送信すると、コマンド１の返信コマンドは、該充電対象機
器（例えば、端末）の通路抵抗のデータ（又は情報）を運ぶ。充電対象機器（例えば、端
末）の通路抵抗データにより、段階５で充電インターフェースの接触が良好であるか否か
を判断する。
【０１２６】
　好ましくは、いくつかの実施例では、段階２において、充電対象機器（例えば、端末）
は、第２アダプタが第２充電モードで充電対象機器（例えば、端末）を充電することに同
意してから、制御ユニットが第２アダプタの出力電圧を適切な充電電圧に調整するまでに
かかる時間を一定範囲内に制御する。該時間が所定範囲を超えると、第２アダプタ又は充
電対象機器（例えば、端末）は、急速充電通信プロセスが異常であると判定し、リセット
して再度に段階１に入る。
【０１２７】
　好ましくは、いくつかの実施例では、段階２において、第２アダプタの出力電圧が充電
対象機器（例えば、端末）のバッテリの現在の電圧よりΔＶ(ΔＶは、２００～５００ｍ
Ｖとしてもよい)高い場合に、充電対象機器（例えば、端末）は、制御ユニットに対し、
第２アダプタの出力電圧と充電対象機器（例えば、端末）のバッテリ電圧とが一致するこ
とを示すコマンド２の返信コマンドを送信する。
【０１２８】
　好ましくは、いくつかの実施例では、段階４において、第２アダプタの出力電流の調整
速度は、一定範囲内に制御することができる。このようにすることで、調整速度が速すぎ
ることに起因する、第２充電モードでの第２アダプタの出力による、充電対象機器（例え
ば、端末）の充電プロセス異常の発生を回避することができる。
【０１２９】
　好ましくは、いくつかの実施例では、段階５において、第２アダプタの出力電流の変化
幅は、５％以内に制御することができる。
【０１３０】
　好ましくは、いくつかの実施例では、段階５において、制御ユニットは、充電回路の通
路抵抗をリアルタイムでモニタリングすることができる。具体的には、制御ユニットは、
第２アダプタの出力電圧と、出力電流と、充電対象機器（例えば、端末）によってフィー
ドバックされたバッテリの現在の電圧とに基づいて、充電回路の通路抵抗をモニタリング
することができる。「充電回路の通路抵抗」＞「充電対象機器（例えば、端末）の通路抵
抗＋充電ケーブルの抵抗」の場合、充電インターフェースが接触不良であると判定し、第
２アダプタが第２充電モードで充電対象機器（例えば、端末）を充電することを停止する
ことができる。
【０１３１】
　好ましくは、いくつかの実施例では、第２アダプタが第２充電モードでの充電対象機器
（例えば、端末）の充電を開始した後、制御ユニットと充電対象機器（例えば、端末）と
の間の通信時間の間隔は、一定範囲内に制御し、通信間隔が短すぎることによる通信プロ
セスの異常の発生を避けることができる。
【０１３２】
　好ましくは、いくつかの実施例では、充電プロセスの停止（又は第２アダプタが第２充
電モードで充電対象機器（例えば、端末）を充電するプロセスの停止）は、回復可能停止
と回復不可能停止の２種類に分けることができる。
【０１３３】
　例えば、充電対象機器（例えば、端末）のバッテリが完全に充電されたか、又は、充電
インターフェースが接触不良であることが検出された場合には、充電プロセスは停止され
、充電通信プロセスがリセットされて、充電プロセスが再度に段階１に入る。その後、第
２充電モードにおいて、充電対象機器（例えば、端末）は、第２アダプタ第が、充電対象



(32) JP 2018-520628 A 2018.7.26

10

20

30

40

50

機器（例えば、端末）を充電することに同意するまで、通信プロセスは段階２に入らない
。このような場合の充電プロセスの停止は、回復不可能停止と見なすことができる。
【０１３４】
　また、別の例として、制御ユニットと充電対象機器（例えば、端末）との間に通信異常
が現れた場合には、充電プロセスが停止され、充電通信プロセスがリセットされて、充電
プロセスが再度に段階１に入る。段階１の需要が満たされた後、充電対象機器（例えば、
端末）は、第２アダプタが第２充電モードで充電対象機器（例えば、端末）を充電するこ
とに同意して、充電プロセスを回復する。このような場合の充電プロセスの停止は、回復
可能停止と見なすことができる。
【０１３５】
　また、別の例として、充電対象機器（例えば、端末）が、バッテリに異常が現れたこと
を検出すると、充電プロセスが停止され、充電通信プロセスがリセットされ、充電プロセ
スが再度に段階１に入る。その後、充電対象機器（例えば、端末）は、第２アダプタが第
２充電モードで充電対象機器（例えば、端末）を充電することに同意しない。バッテリが
正常に回復して、段階１の需要を満たした後、充電対象機器（例えば、端末）が、第２ア
ダプタが第２充電モードで充電対象機器（例えば、端末）を充電することに同意する。こ
のような場合の急速充電プロセスの停止は、回復可能停止と見なすことができる。
【０１３６】
　以上、図１９Ｂに示す通信ステップ又は操作が例に過ぎない。例えば、段階１において
、充電対象機器（例えば、端末）が第２アダプタに接続された後、充電対象機器（例えば
、端末）と制御ユニットとの間のハンドシェイク通信は、充電対象機器（例えば、端末）
によって開始されてもよく、即ち、充電対象機器（例えば、端末）がコマンド１を送信し
、制御ユニットが第２充電モードをオンにするか否かを問い合わせる。充電対象機器（例
えば、端末）が、制御ユニットから送信された、制御ユニットが第２アダプタが第２充電
モードで充電対象機器（例えば、端末）を充電することに同意することを示す返信コマン
ドを受信した場合に、第２アダプタは、第２充電モードで充電対象機器（例えば、端末）
のバッテリを充電し始める。
【０１３７】
　また、例えば、段階５の後、定電圧充電段階を含んでもよい。具体的には、段階５にお
いて、充電対象機器（例えば、端末）は、制御ユニットにバッテリの現在の電圧をフィー
ドバックし、バッテリの現在の電圧が定電圧充電電圧閾値に達した場合に、充電段階は、
定電流充電段階から定電圧充電段階に入ることとしてもよい。定電圧充電段階では、充電
電流が徐々に減少して、ある閾値にまで低下すると、充電プロセス全体が停止され、充電
対象機器（例えば、端末）のバッテリが完全に充電されたことが示される。
【０１３８】
　好ましくは、いくつかの実施例において、第２アダプタの出力電流は脈動直流（または
、一方向パルス出力電流、または、脈動波形電流、または、饅頭波電流と称されてもよい
）としてもよい。脈動直流の波形は、図２０に示される。
【０１３９】
　第２アダプタの出力電力が大きくなるにつれ、第２アダプタが充電対象機器（例えば、
端末）の電池を充電すると、電池のリチウム析出現象を引き起こしやすくなるので、電池
の使用寿命が低下する。電池の信頼性及び安全性を向上させるために、本発明の実施例は
、脈動直流を出力するように第２アダプタを制御する。脈動直流は、充電インターフェー
スの接点のアーク放電の確率及び強度を減少し、充電インターフェースの寿命を向上させ
ることができる。第２アダプタの出力電流を脈動直流に設ける方法は、複数あり、例えば
、電力変換ユニット１１の２次フィルタユニットを取り外して、整流された後の２次電流
を、直接出力し、脈動直流を形成してもよい。
【０１４０】
　さらに、図２１に示すように、上記いずれかの実施例において、第２アダプタ１０は、
第１充電モード及び第２充電モードをサポートすることができる。第２アダプタの第２充
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電モードでの充電対象機器（例えば、端末）への充電速度は、第２アダプタの第１充電モ
ードでの充電対象機器（例えば、端末）への充電速度よりも速い。電力変換ユニット１１
は、２次フィルタユニット２１１を含んでもよい。第２アダプタ１０は、２次フィルタユ
ニット２１１に接続される制御ユニット２１２を含んでもよい。第１充電モードでは、制
御ユニット２１２は、第２アダプタ１０の出力電圧の電圧値が一定となるように、２次フ
ィルタユニット２１１を制御する。第２充電モードでは、制御ユニット２１２は、第２ア
ダプタ１０の出力電流が脈動直流となるよう、２次フィルタユニット２１１の作動を停止
するように制御する。
【０１４１】
　本発明の実施例において、制御ユニットは、２次フィルタユニットが作動するか否かを
制御して、第２アダプタが電流値が一定の定常直流電流を出力して電流値が変化する脈動
直流電流を出力することもでき、従来の充電モードに適合させることができる。
【０１４２】
　好ましくは、いくつかの実施例において、第２アダプタ１０は、第２充電モードをサポ
ートする。第２充電モードは、定電流モードであり、第２充電モードでは、第２アダプタ
の出力電流は交流である。交流も、同じくリチウム電池セルのリチウム析出現象を低減さ
せることができ、電池セルの使用寿命を向上させることができる。
【０１４３】
　好ましくは、いくつか実施例において、第２アダプタ１０は、第２充電モードをサポー
トする。第２充電モードは、定電流モードであり、第２充電モードにおいて、第２アダプ
タの出力電圧及び出力脈動電流を直接充電対象機器（例えば、端末）のバッテリの両端に
印加して、バッテリを直接充電することができる。
【０１４４】
　具体的には、直接充電とは、第２アダプタの出力電圧及び出力電流を直接充電対象機器
（例えば、端末）のバッテリの両端に印加して（又は直接ガイドして）、充電対象機器（
例えば、端末）のバッテリを充電する途中で変換回路を介して第２アダプタの出力電流又
は出力電圧を変換する必要がなく、変換プロセスによるエネルギーの損失を回避すること
ができる。第２充電モードでの充電中に、充電回路の充電電圧又は充電電流を調整できる
ので、第２アダプタをスマートアダプタとして設計することができ、第２アダプタにより
充電電圧又は充電電流の変換を完了することができる。これにより、充電対象機器（例え
ば、端末）の負担を軽減し、充電対象機器の発熱量を低下させることができる。本文にお
いて、定電流モードとは、第２アダプタの出力電流を制御する充電モードを指し、第２ア
ダプタの出力電流を一定に維持する必要はない。実際には、第２アダプタは、通常、定電
流モードでは、多段階定電流方法で充電される。
【０１４５】
　多段階定電流充電（Ｍｕｌｔｉ－ｓｔａｇｅ ｃｏｎｓｔａｎｔ ｃｕｒｒｅｎｔ ｃｈ
ａｒｇｉｎｇ）は、Ｎ個の充電段階（Ｎが２以上の整数である）を有する。多段階定電流
充電は、所定の充電電流で第１段階の充電を開始することができる。前記多段階定電流充
電のＮ個の充電段階は、第１段階から第(Ｎ-１)段階まで順次実行される。充電段階にお
ける前回の充電段階が次の充電段階に移行した後、充電電流値は小さくなる。バッテリ電
圧が充電終止電圧閾値に達すると、充電段階の前回の充電段階が次の充電段階に進む。
【０１４６】
　さらに、第２アダプタの出力電流が脈動直流電流である場合、定電流モードは、脈動直
流電流のピーク値又は平均値を制御する充電モードとなる。即ち、図２２に示すように、
第２アダプタの出力電流のピーク値が定電流モードに対応する電流を超えないように制御
する。また、第２アダプタの出力電流が交流である場合、定電流モードは、交流のピーク
値を制御する充電モードをいう。
【０１４７】
　以下、具体的な例を参照して、本発明の実施例をさらに詳しく説明する。なお、図２３
の例は、単に当業者が本発明の実施例を理解するのを助けるためのものに過ぎず、本発明
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の実施例に例示された具体的な数値又は具体的な場面に限定するものではない。当業者は
、提供された図２３の例に基づいて、各種同等の修正又は変更を行えることは明らかであ
り、このような修正又は変更も本発明の実施例の範囲内に該当する。
【０１４８】
　第２アダプタは、電力変換ユニット（上記の電力変換ユニット１１に対応する）を含む
。図２３に示すように、該電力変換ユニットは、交流電流ＡＣの入力端と、１次整流ユニ
ット２３１と、変圧器Ｔ１と、２次整流ユニット２３２と、２次フィルタユニット２３３
とを含んでもよい。
【０１４９】
　具体的には、交流電流ＡＣの入力端が主電源（一般的には、２２０Ｖの交流電流）であ
り、主電源は、１次整流ユニット２３１に供給される。
【０１５０】
　１次整流ユニット２３１は、主電源を第１脈動直流に変換した後、第１脈動直流を変圧
器Ｔ１に供給する。１次整流ユニット２３１は、ブリッジ整流ユニットであってもよく、
例えば、図２３に示されるようなフルブリッジ整流ユニットであってもよいし、ハーフブ
リッジ整流ユニットであってもよい。本発明の実施例は、これについて具体的に限定しな
い。
【０１５１】
　従来のアダプタの１次側は、一般に、液体アルミニウム電解コンデンサによりフィルタ
リングされる１次フィルタユニットを含む。液体アルミニウム電解コンデンサの容量が大
きいため、アダプタの体積も大きくなる。本発明の実施例により提供される第２アダプタ
の１次側は、１次フィルタユニットを含んでいないので、第２アダプタの体積を大幅に減
少することができる。
【０１５２】
　変圧器Ｔ１は、変圧器の１次から２次に第１脈動直流電流を結合して、第２脈動直流を
取得し、トランスＴ１の２次巻線により該第２脈動直流を出力する。変圧器Ｔ１は、通常
の変圧器であってもよいし、作動周波数が５０ＫＨｚ～２ＭＨｚである高周波変圧器であ
ってもよい。変圧器Ｔ１の１次巻線の数及び接続形式は、第２アダプタに採用されるスイ
ッチング電源のタイプに関連するが、本発明の実施例は、これについて具体的に限定しな
い。図２３に示すように、第２アダプタは、フライバックスイッチング電源を採用する。
変圧器の１次巻線の一端が１次整流ユニット２３１に接続され、１次巻線の他端がＰＷＭ
コントローラによって制御されるスイッチに接続される。無論、第２アダプタは、順方向
スイッチング電源又はプッシュプルスイッチング電源を採用する第２アダプタであっても
よい。異なるタイプのスイッチング電源の１次整流ユニット及び変圧器は、それぞれの接
続形式を有するが、簡潔のために、ここでは、列挙しない。
【０１５３】
　２次整流ユニット２３２は、変圧器Ｔ１の２次巻線から出力される第２脈動直流を整流
して、第３脈動直流を取得する。２次整流ユニット２３２は数多くの形式があり、図２３
は、代表的な２次同期整流回路が示されている。該同期整流回路は、同期整流（Ｓｙｎｃ
ｈｒｏｎｏｕｓ　Ｒｅｃｔｉｆｉｅｒ，ＳＲ）チップと、該ＳＲチップによって制御され
るＭＯＳ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ，ＭＯＳ）トランジス
タと、ＭＯＳトランジスタのソース電極及びドレイン電極の両端に接続されるダイオード
とを含む。前記ＳＲチップがＭＯＳトランジスタのゲート電極にＰＷＭ制御信号を送信し
、該ＭＯＳトランジスタのオン・オフを制御して、２次同期整流を実現する。
【０１５４】
　２次フィルタユニット２３３は、２次整流ユニット２３２から出力される第２脈動直流
を整流して、第２アダプタの出力電圧及び出力電流（即ち、図２３のＶＢＵＳ及びＧＮＤ
の両端の電圧及び電流）を取得する。図２３の実施例において、２次フィルタユニット２
３３のコンデンサは、固体コンデンサ、又は固体コンデンサと共通のコンデンサ（例えば
セラミックコンデンサ）とを並列接続してフィルタリングすることができる。
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【０１５５】
　さらに、２次フィルタユニット２３３は、図２３のスイッチトランジスタＱ１のような
スイッチユニットをさらに含んでもよい。該スイッチトランジスタＱ１は、ＭＣＵから送
信される制御信号を受信する。ＭＣＵがオンになるようにスイッチトランジスタＱ１を制
御すると、２次フィルタユニット２３３が作動して、第２アダプタが第１充電モードで作
動する。第１充電モードでは、第２アダプタの出力電圧が５Ｖであり、出力電流は定常直
流電流である。ＭＣＵがオフになるようにスイッチトランジスタＱ１を制御すると、２次
フィルタユニット２３３は作動を停止して、第２アダプタは第２充電モードで作動する。
第２充電モードでは、第２アダプタは、２次整流ユニット２３２により整流された脈動直
流を直接出力する。
【０１５６】
　さらに、第２アダプタは、電圧フィードバックユニット（上記電圧フィードバックユニ
ット１２に対応する）を含んでもよい。図２３に示すように、電圧フィードバックユニッ
トは、抵抗Ｒ１と、抵抗Ｒ２と、第１オペアンプＯＰＡ１と、を含んでもよい。　
【０１５７】
　具体的には、抵抗Ｒ１及び抵抗Ｒ２は、第２アダプタの出力電圧の大きさを示すために
、第２アダプタの出力電圧（即ちＶＢＵＳの電圧）をサンプリングし、サンプリングされ
た第１電圧をＯＰＡ１の逆相入力端に送信する。第１オペアンプＯＰＡ１の同相入力端が
ＤＡＣ１を介してＭＣＵのＤＡＣ１ポートに接続されている。ＭＣＵは、ＤＡＣ１から出
力されるアナログ量の大きさを制御して、第１オペアンプＯＰＡ１の参考電圧（上記第１
参考電圧に対応する）の電圧値を調節し、電圧フィードバックユニットに対応する目標電
圧の電圧値を調節する。
【０１５８】
　さらに、第２アダプタは、電流フィードバックユニット（上記電流フィードバックユニ
ット１３に対応する）を含んでもよい。図２３に示すように、電流フィードバックユニッ
トは、抵抗Ｒ３と、検流計と、抵抗Ｒ４と、抵抗Ｒ５と、第２オペアンプＯＰＡ２と、を
含んでもよい。
【０１５９】
　具体的には、抵抗Ｒ３は、電流検出抵抗である。検流計は、抵抗Ｒ３を流れる電流を測
定することにより、第２アダプタの出力電流を取得し、第２アダプタの出力電流を、対応
する電圧値に変換して抵抗Ｒ４及び抵抗Ｒ５の両端に出力し、電圧分割を行い、第２電圧
を取得する。第２電圧は、第２アダプタの出力電流の大きさを示す。第２オペアンプＯＰ
Ａ２の逆相入力端は、第２電圧を受信する。第２オペアンプＯＰＡ２の同相入力端は、Ｄ
ＡＣ２を介してＭＣＵのＤＡＣ２ポートに接続される。ＭＣＵは、ＤＡＣ２から出力され
るアナログ量の大きさを制御することにより、第２オペアンプＯＰＡ２の参考電圧（上記
第２参考電圧に対応する）の電圧値を調節し、電流フィードバックユニットに対応する目
標電流の電流値を調節する。
【０１６０】
　第２アダプタは、電力調整ユニット（上記電力調整ユニット１４に対応する）をさらに
含んでもよい。図２３に示すように、電力調整ユニットは、第１ダイオードＤ１と、第２
ダイオードＤ２と、光結合ユニット２３４と、ＰＷＭコントローラと、スイッチトランジ
スタＱ２と、を含んでもよい。
【０１６１】
　具体的には、第１ダイオードＤ１と第２ダイオードＤ２とは、逆並列接続された二つの
ダイオードであり、第１ダイオードＤ１及び第２ダイオードＤ２のアノードは、図２３に
示されるフィードバックポイントに接続される。光結合ユニット２３４の入力端は、フィ
ードバックポイントの電圧信号を受信するために用いられる。フィードバックポイントの
電圧が光結合ユニット２３４の作動電圧ＶＤＤより低い場合、光結合ユニット２３４は作
動を開始し、ＰＷＭコントローラのＦＢ端にフィードバック電圧を提供する。ＰＷＭコン
トローラは、ＣＳ端とＦＢ端の電圧を比較することにより、ＰＷＭ端から出力されるＰＷ
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Ｍ信号のデューティ比を制御する。第１オペアンプＯＰＡ１から出力される電圧信号（即
ち上記電圧フィードバック信号である）が０であるか、又は第２オペアンプＯＰＡ２から
出力される電圧信号（即ち上記電流フィードバック信号である）が０である場合、ＦＢ端
の電圧が安定し、ＰＷＭコントローラのＰＷＭ端から出力されるＰＷＭ制御信号のデュー
ティ比が一定に維持される。ＰＷＭコントローラのＰＷＭ端は、スイッチトランジスタＱ
２を介してトランスＴ１の１次巻線に接続され、第２アダプタの出力電圧及び出力電流を
制御するために用いられる。ＰＷＭ端から発する制御信号のデューティ比が一定である場
合、第２アダプタの出力電圧及び出力電流は、安定を維持する。
【０１６２】
　さらに、図２３の第２アダプタは、第１調整ユニットと、第２調整ユニットと、をさら
に含む。図２３に示すように、第１調整ユニットは、ＭＣＵ（上記制御ユニットに対応す
る）と、ＤＡＣ１と、を含み、第１オペアンプＯＰＡ１の参考電圧の電圧値を調整し、電
圧フィードバックユニットに対応する目標電圧の電圧値を調整する。第２調整ユニットは
、ＭＣＵ（上記制御ユニットに対応する）と、ＤＡＣ２と、を含み、第２オペアンプＯＰ
Ａ２の参考電圧を調整し、電流フィードバックユニットに対応する目標電流の電流値を調
整する。
【０１６３】
　ＭＣＵは、第２アダプタが現在使用している充電モードに基づいて目標電圧の電圧値及
び目標電流の電流値を調整することができる。例えば、第２アダプタが定電圧モードで充
電されている場合には、目標電圧を定電圧モードに対応する電圧に調整し、目標電流を定
電圧モードで出力が許容される最大電流に調整することができる。また別の例として、第
２アダプタが定電流モードで充電されている場合には、目標電流を定電流モードに対応す
る電流に調整し、目標電圧を定電流モードで出力が許容される最大電圧に調整することが
できる。
【０１６４】
　例を挙げて説明すると、定電圧モードでは、目標電圧を一定の電圧値（例えば５Ｖ）に
調整することができる。１次側に１次フィルタユニットが設けられていないことを考慮す
ると（１次フィルタユニットは、体積の大きい液体アルミニウム電解コンデンサを採用し
、第２アダプタの体積を減少するために、本発明の実施例は、１次フィルタユニットを取
り外す）、２次フィルタユニット２３３の負荷能力が限られているので、目標電流を５０
０ｍＡ又は１Ａに設定することができる。第２アダプタは、先ず、電圧フィードバックル
ープに基づいて出力電圧を５Ｖに調整する。第２アダプタの出力電流が目標電流に達する
と、電流フィードバックループにより目標電流を超えないように第２アダプタの出力電流
を制御する。定電流モードでは、目標電流を４Ａに設置し、目標電圧を５Ｖに設定する。
第２アダプタの出力電流は脈動直流であるため、電流フィードバックループにより４Ａよ
り高い電流をクリッピング処理して、脈動直流の電流ピーク値を４Ａに維持させる。第２
アダプタの出力電圧が目標電圧を超えると、第２アダプタの出力電圧は、電圧フィードバ
ックループにより目標電圧を超えないように制御される。
【０１６５】
　また、ＭＣＵは、通信インターフェースをさらに含んでもよい。ＭＣＵは、該通信イン
ターフェースを介して充電対象機器（例えば、端末）と双方向通信して、第２アダプタの
充電プロセスを制御することができる。充電インターフェースがＵＳＢインターフェース
として例を挙げると、該通信インターフェースは、該ＵＳＢインターフェースであっても
よい。具体的には、第２アダプタは、ＵＳＢインターフェースの電源コードを用いて充電
対象機器（例えば、端末）を充電し、ＵＳＢインターフェースのデータケーブル（Ｄ＋及
び／又はＤ－）を用いて充電対象機器（例えば、端末）と通信することができる。
【０１６６】
　また、光結合ユニット２３４は、光結合の作動電圧が安定に維持されるように、電圧レ
ギュレータユニットに接続されてもよい。図２３に示すように、本発明の実施例における
電圧レギュレータユニットは、低ドロップアウトレギュレータ（Ｌｏｗ　Ｄｒｏｐｏｕｔ
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　Ｒｅｇｕｌaｔｏｒ，ＬＤＯ）を採用することで実現することができる。
【０１６７】
　図２３は、制御ユニット（ＭＣＵ）がＤＡＣ１を介して第１オペアンプＯＰＡ１の参考
電圧を調整することを例示している。このような参考電圧の調整方法は、図４に示される
参考電圧の調整方法に対応するが、本発明の実施例は、これに限定されず、図５乃至図８
に記載されるいずれかの参考電圧の調整方法を採用してもよく、簡潔のため、ここでは詳
述しない。
【０１６８】
　図２３は、制御ユニット（ＭＣＵ）がＤＡＣ２を介して第２オペアンプＯＰＡ２の参考
電圧を調整することを例示している。このような参考電圧の調整方法は、図１２に示され
る参考電圧の調整方法に対応するが、本発明の実施例は、これに限定されず、図１３乃至
図１６に記載されるいずれか一つの参考電圧の調整方法を採用してもよく、簡潔のため、
ここでは詳述しない。
【０１６９】
　以上、図１～図２３を参照して本発明の装置の実施例を詳しく説明した。以下、図２４
を参照して、本発明の実施例の方法の実施例を詳しく説明する。なお、方法の説明と装置
の説明とが互いに対応しているため、簡潔のため、重複した説明を適宜省略する。
【０１７０】
　図２４は、本発明の実施例に係る充電制御方法の概略フローチャートである。図２４の
充電方法は、上記第２アダプタ１０により実行してもよく、該方法は、以下のような動作
を含む。
　２４１０：入力される交流を変換して、第２アダプタの出力電圧及び出力電流を取得す
る。
　２４２０：第２アダプタの出力電圧を測定して、第２アダプタの出力電圧が所定の目標
電圧に達するか否かを示す電圧フィードバック信号を生成する。
　２４３０：第２アダプタの出力電流を測定して、第２アダプタの出力電流が所定の目標
電流に達するか否かを示す電流フィードバック信号を生成する。
　２４４０：電圧フィードバック信号が第２アダプタの出力電圧が目標電圧に達すること
を示すか、又は、電流フィードバック信号が第２アダプタの出力電流が目標電流に達する
ことを示す場合に、第２アダプタの出力電圧及び出力電流を安定させる。
【０１７１】
　好ましくは、いくつかの実施例において、第２アダプタは、第１充電モードをサポート
し、第１充電モードは定電圧モードである。定電圧モードにおいて、目標電圧は定電圧モ
ードに対応する電圧であり、目標電流は第２アダプタの定電圧モードにおいて出力が許容
される最大電流である。図２４の方法は、電圧フィードバック信号に基づいて、第２アダ
プタの出力電圧を定電圧モードに対応する電圧に調整するステップをさらに含んでもよい
。２４４０において、電流フィードバック信号が第２アダプタの出力電流が第２アダプタ
の定電圧モードにおける出力が許容される最大電流に達することを示すとき、第２アダプ
タの定電圧モードにおける出力が、許容される最大電流を超えないように第２アダプタの
出力電流を制御するステップを含んでもよい。
【０１７２】
　好ましくは、いくつかの実施例において、第２アダプタは、１次整流ユニットと、トラ
ンスと、２次整流ユニットと、２次フィルタユニットと、を含み、前記１次整流ユニット
は、脈動電圧を前記トランスに直接出力する。
【０１７３】
　好ましくは、いくつかの実施例において、第２アダプタが定電圧モードで出力が許容さ
れる最大電流は、２次フィルタユニットのコンデンサの容量に基づいて決定される。
【０１７４】
　好ましくは、いくつかの実施例では、第２アダプタは、第２充電モードをサポートする
。第２充電モードは定電流モードである。定電流モードにおいて、目標電圧は第２アダプ
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タの定電流モードにおける出力が許容される最大電圧であり、目標電流は定電流モードに
対応する電流である。図２４の方法は、電流フィードバック信号に基づいて、第２アダプ
タの出力電流を定電流モードに対応する電流に調整するステップをさらに含む。２４４０
において、電圧フィードバック信号が第２アダプタの出力電圧が第２アダプタの定電流モ
ードにおける出力が許容される最大電圧に達することを示すと、第２アダプタの定電流モ
ードにおける出力が許容される最大電圧を超えないように第２アダプタの出力電圧を制御
するステップを含んでもよい。
【０１７５】
　好ましくは、いくつかの実施例において、図２４の方法は、目標電圧の値を調整するス
テップをさらに含んでもよい。
【０１７６】
　好ましくは、いくつかの実施例において、第２アダプタが、第１充電モード及び第２充
電モードをサポートし、前記目標電圧の値を調整するステップは、第２アダプタが現在使
用している第１充電モード又は第２充電モードに基づいて、目標電圧の値を調整するステ
ップを含んでもよい。
【０１７７】
　好ましくは、いくつかの実施例において、第２アダプタの出力電圧を測定して、電圧フ
ィードバック信号を生成するステップは、第２アダプタの出力電圧をサンプリングして、
第１電圧を取得するステップと、第１電圧と第１参考電圧とを比較するステップと、第１
電圧と第１参考電圧との比較結果に基づいて、電圧フィードバック信号を生成するステッ
プと、を含んでもよい。目標電圧の値を調整するステップは、第１参考電圧の値を調整す
ることにより、目標電圧の値を調整するステップを含む。
【０１７８】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記第１参考電圧の値は、第１のＤＡＣによ
り調整される。
【０１７９】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記第１参考電圧の値は、ＲＣフィルタユニ
ットにより調整される。
【０１８０】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記第１参考電圧の値は、デジタルポテンシ
ョメータにより調整される。
【０１８１】
　第２アダプタの出力電圧を測定して、電圧フィードバック信号を生成するステップは、
所定の電圧分割比に基づいて第２アダプタの出力電圧を電圧分割して、第１電圧を生成す
るステップと、第１電圧と第１参考電圧とを比較するステップと、第１電圧と第１参考電
圧との比較結果に基づいて、電圧フィードバック信号を生成するステップと、を含んでも
よく、前記目標電圧の値を調整するステップは、電圧分割比を調整することにより、目標
電圧の電圧値を調整するステップを含んでもよい。
【０１８２】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記電圧分割比は、デジタルポテンショメー
タの電圧分割比である。
【０１８３】
　好ましくは、いくつかの実施例において、図２４の方法は、目標電流の電流値を調整す
るステップをさらに含んでもよい。
【０１８４】
　好ましくは、いくつかの実施例において、第２アダプタが、第１充電モード及び第２充
電モードをサポートする。前記目標電流の電流値を調整するステップは、第２アダプタが
現在使用している第１充電モード又は第２充電モードに基づいて、目標電流の電流値を調
整するステップを含んでもよい。
【０１８５】
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　好ましくは、いくつかの実施例において、第２アダプタの出力電流を測定して、電流フ
ィードバック信号を生成するステップは、第２アダプタの出力電流をサンプリングして、
第２アダプタの出力電流の大きさを示す第２電圧を取得するステップと、第２電圧と第２
参考電圧とを比較するステップと、第２電圧と第２参考電圧との比較結果に基づいて、電
流フィードバック信号を生成するステップと、を含んでもよく、前記目標電流の電流値を
調整するステップは、第２参考電圧の電圧値を調整することにより、目標電流の電流値を
調整するステップを含んでもよい。
【０１８６】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記第２参考電圧の値は、第２のＤＡＣによ
り調整される。
【０１８７】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記第２参考電圧の値は、ＲＣフィルタユニ
ットにより調整される。
【０１８８】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記第２参考電圧の値は、デジタルポテンシ
ョメータにより調整される。
【０１８９】
　好ましくは、いくつかの実施例において、第２アダプタの出力電流を測定して、電流フ
ィードバック信号を生成するステップは、第２アダプタの出力電流をサンプリングして、
第２アダプタの出力電流の大きさを示す第３電圧を取得するステップと、所定の電圧分割
比に基づいて、第３電圧を電圧分割して、第２電圧を生成するステップと、第２電圧と第
２参考電圧とを比較するステップと、第２電圧と第２参考電圧との比較結果に基づいて、
電流フィードバック信号を生成するステップと、を含んでもよく、前記目標電流の電流値
を調整するステップは、電圧分割比を調整することにより、目標電流の電流値を調整する
ステップを含んでもよい。
【０１９０】
　好ましくは、いくつかの実施例において、電圧分割比は、デジタルポテンショメータの
電圧分割比である。
【０１９１】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記第２アダプタが、第１充電モード及び第
２充電モードをサポートする。前記第２アダプタの前記第２充電モードでの充電対象機器
への充電速度は、前記第２アダプタの前記第１充電モードでの前記充電対象機器への充電
速度よりも速い。図２４の方法は、前記第２アダプタが充電対象機器と接続されるプロセ
スにおいて、前記充電対象機器と双方向通信して、前記第２充電モードでの前記第２アダ
プタの出力を制御するステップをさらに含んでもよい。
【０１９２】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記充電対象機器と双方向通信して、前記第
２充電モードでの前記第２アダプタの出力を制御するプロセスは、前記充電対象機器と双
方向通信して、前記第２アダプタと前記充電対象機器との間の充電モードをネゴシエーシ
ョンするステップを含んでもよい。
【０１９３】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記充電対象機器と双方向通信して、前記第
２アダプタと前記充電対象機器との間の充電モードをネゴシエーションするステップは、
前記充電対象機器が前記第２充電モードをオンにするか否かを問い合わせる第１コマンド
を前記充電対象機器に送信するステップと、前記充電対象機器から送信された、前記充電
対象機器が前記第２充電モードをオンにすることに同意するか否かを示す前記第１コマン
ドの返信コマンドを受信するステップと、前記充電対象機器が前記第２充電モードをオン
にすることに同意した場合に、前記第２充電モードで前記充電対象機器を充電するステッ
プと、を含んでもよい。
【０１９４】
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　好ましくは、いくつかの実施例において、前記充電対象機器と双方向通信して、前記第
２充電モードでの前記第２アダプタの出力を制御するプロセスは、前記充電対象機器と双
方向通信して、前記第２充電モードでの前記第２アダプタから出力された前記充電対象機
器を充電する充電電圧を決定するステップと、前記目標電圧の電圧値を調整して、前記目
標電圧の電圧値が、前記第２充電モードでの前記第２アダプタから出力された前記充電対
象機器を充電する充電電圧と等しくするステップと、を含んでもよい。
【０１９５】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記充電対象機器と双方向通信して、前記第
２充電モードでの前記第２アダプタから出力された前記充電対象機器を充電する充電電圧
を決定するステップは、前記第２アダプタの出力電圧と前記充電対象機器のバッテリの現
在の電圧とが一致しているか否かを問い合わせる第２コマンドを前記充電対象機器に送信
するステップと、前記充電対象機器から送信された、前記第２アダプタの出力電圧と前記
バッテリの現在の電圧とが一致しているか、高めであるか、又は低めであるかを示す前記
第２コマンドの返信コマンドを受信するステップと、を含んでもよい。
【０１９６】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記充電対象機器と双方向通信して、前記第
２充電モードでの前記第２アダプタの出力を制御するプロセスは、前記充電対象機器と双
方向通信して、前記第２充電モードでの前記第２アダプタから出力された前記充電対象機
器を充電する充電電流を決定するステップと、前記目標電流の電流値を調整して、前記目
標電流の電流値が、前記第２充電モードでの前記第２アダプタから出力された前記充電対
象機器を充電する充電電流と等しくするステップと、を含んでもよい。
【０１９７】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記充電対象機器と双方向通信して、前記第
２充電モードでの前記第２アダプタから出力された前記充電対象機器を充電する充電電流
を決定するステップは、前記充電対象機器が現在サポートする最大充電電流を問い合わせ
る第３コマンドを前記充電対象機器に送信するステップと、前記充電対象機器から送信さ
れた、前記充電対象機器の現在サポートする最大充電電流を示す前記第３コマンドの返信
コマンドを受信するステップと、前記充電対象機器の現在サポートする最大充電電流に基
づいて、前記第２充電モードでの前記第２アダプタから出力された前記充電対象機器を充
電する充電電流を決定するステップと、を含んでもよい。
【０１９８】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記充電対象機器と双方向通信して、前記第
２充電モードでの前記第２アダプタの出力を制御するプロセスは、前記第２充電モードで
充電中に、前記充電対象機器と双方向通信して、前記第２アダプタの出力電流を調整する
ステップを含んでもよい。
【０１９９】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記充電対象機器と双方向通信して、前記第
２アダプタの出力電流を調整するステップは、前記充電対象機器のバッテリの現在の電圧
を問い合わせる第４コマンドを前記充電対象機器に送信するステップと、前記第２アダプ
タから送信された、前記バッテリの現在の電圧を示す前記第４コマンドの返信コマンドを
受信するステップと、前記バッテリの現在の電圧に基づいて、前記第２アダプタの出力電
流を調整するステップと、を含んでもよい。
【０２００】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記第２アダプタは、充電インターフェース
を含む。前記第２アダプタは、前記充電インターフェースのデータケーブルを介して前記
充電対象機器と双方向通信する。
【０２０１】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記第２アダプタは、第２充電モードをサポ
ートする。前記第２充電モードは、定電流モードであり、前記第２充電モードにおいて、
前記第２アダプタの出力電流は脈動直流である。
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【０２０２】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記第２アダプタは、第１充電モードをサポ
ートする。前記第１充電モードは定電圧モードである。前記第２アダプタは、２次フィル
タユニットを含む。図２４の方法は、前記第２アダプタの出力電圧の電圧値が一定となる
ように、前記第１充電モードで前記２次フィルタユニットを制御するステップと、前記第
２アダプタの出力電流が脈動直流となるように、前記第２充電モードで前記２次フィルタ
ユニットを制御して作動を停止するようにするステップと、をさらに含んでもよい。
【０２０３】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記第２アダプタは、第２充電モードをサポ
ートする。前記第２充電モードが定電流モードであり、前記第２充電モードにおいて、前
記第２アダプタの出力電流が交流である。
【０２０４】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記第２アダプタは、第２充電モードをサポ
ートする。前記第２充電モードでは、前記第２アダプタの出力電圧及び出力脈動電流が前
記充電対象機器のバッテリの両端に直接印加され、前記バッテリを直接充電する。
【０２０５】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記第２アダプタは、携帯充電対象機器を充
電する第２アダプタである。
【０２０６】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記第２アダプタは、充電プロセスを制御す
る制御ユニットを含み、前記制御ユニットがＭＣＵである。
【０２０７】
　好ましくは、いくつかの実施例において、前記第２アダプタは、充電インターフェース
を含み、前記充電インターフェースがＵＳＢインターフェースである。
【０２０８】
　なお、本文における「第１アダプタ」及び「第２アダプタ」は、単に、説明を便利にす
るものであって、本発明の実施例のアダプタの具体的なタイプについて限定するものでは
ない。
【０２０９】
　当業者であれば、本発明に開示されている実施例を参照して説明された各例のユニット
及アルゴリズムステップは、電子ハードウェア、又はコンピュータソフトウェアと電子ハ
ードウェアとの結合によって実現できることを認識している。これらの機能が一体ハード
ウェア、それともソフトウェアの形態によって実行されるかどうかは、技術的ソリューシ
ョンの特定のアプリケーション及び設計上の制約条件により異なる。当業者であれば、特
定の応用に対して、説明された機能を異なる方法で実現することができ、このような実現
は、本発明の範囲を超えたと考慮されるべきではない。
【０２１０】
　当業者であれば、以下のことを明白に理解することができる。説明の便宜及び簡潔のた
め、上記システム、装置、およびユニットの特定の作動プロセスに関する前記方法の実施
例における対応するプロセスを参照することができ、ここでは詳細に説明しない。
【０２１１】
　なお、本発明が提供するいくつの実施例において、開示されているシステム、装置、お
よび方法は、他の方法によって実現することができる。例えば、上記装置の実施例は、概
略的なものだけである。例えば、前記ユニットの区分は、論理的な機能区分であり、実際
の実装においては、他の区分方法を有することができる。例えば、複数のユニット又はコ
ンポーネントは、結合することができるし、他のシステムに集成することもでき、一部の
特徴を無視することや、実行しないこともできる。示された、又は論じられた相互結合又
は直接結合又は通信接続は、いくつかのインタフェースを介した、装置又はユニットの間
接結合又は通信接続であっても良く、電気的、機械的又は他の形式であっても良い。
【０２１２】
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　分離部品として説明された前記ユニットは、物理的に分離していても良いし、物理的に
分離していなくても良い。ユニットとして示された部品は、物理的なユニットであっても
良いし、物理的なユニットでなくても良い。即ち、一箇所に配置されても良いし、又は複
数のネットワークユニットに分散されていても良い。本実施例の技術案の目的を実現する
ため、必要に応じて、一部又は全部のユニットを選択することができる。
【０２１３】
　また、本発明の各実施例においての各機能ユニットは、一つの処理ユニットに統合され
ても良いが、各ユニットを独立した物理的存在としても良く、二つ以上のユニットが一つ
のユニットに統合されても良い。
【０２１４】
　前記機能が、ソフトウェア機能のユニットの形式で実現されて、独立する製品として販
売又は利用される場合に、コンピュータ読み取り可能記憶媒体に記憶されても良い。この
ような理解に基づいて、本発明の技術案は、本質的に又は従来の技術に対する貢献の部分
又は前記技術案の一部は、ソフトウェア製品の形として示すことができる。前記コンピュ
ータソフトウェア製品は記憶媒体に記憶され、コンピュータ設備（個人コンピュータ、サ
ーバ、第２アダプタ又はネットワーク設備等であってもよい）に本発明の各実施例の前記
方法の全部又は一部のステップを実行させる若干のコマンドを含むこととしてもよい。前
記記憶媒体は、ＵＳＢメモリ、ポータブルハードディスク、読み取り専用メモリ（Ｒｅａ
ｄ-Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ、ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ、ＲＡＭ）、磁気ディスク又はＣＤ等のプログラムコードを記憶
できる各種の媒体を含む。
【０２１５】
　以上の説明は、単に本発明の実施形態に過ぎず、本発明の保護範囲はこれに限定される
ものではない。当分野に詳しいあらゆる当業者が本発明に開示された技術範囲内で容易に
想到し得る変化又は代用は、本発明の保護範囲に含まれるべきである。従って、本発明の
保護範囲はその特許請求の範囲に属するものとする。
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【手続補正書】
【提出日】平成30年1月9日(2018.1.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アダプタであって、
　前記アダプタは、
　入力される交流を変換して、前記アダプタの出力電圧及び出力電流を取得する電力変換
ユニットと、
　入力端が前記電力変換ユニットに接続され、前記アダプタの出力電圧を測定して、前記
アダプタの出力電圧が所定の目標電圧に達するか否かを示す電圧フィードバック信号を生
成する電圧フィードバックユニットと、
　入力端が前記電力変換ユニットに接続され、前記アダプタの出力電流を測定して、前記
アダプタの出力電流が所定の目標電流に達するか否かを示す電流フィードバック信号を生
成する電流フィードバックユニットと、
　入力端が前記電圧フィードバックユニットの出力端及び前記電流フィードバックユニッ
トの出力端に接続され、出力端が前記電力変換ユニットに接続され、前記電圧フィードバ
ック信号と前記電流フィードバック信号とを受信し、前記電圧フィードバック信号が前記
アダプタの出力電圧が前記目標電圧に達することを示すか、又は、前記電流フィードバッ
ク信号が前記アダプタの出力電流が前記目標電流に達することを示す場合に、前記アダプ
タの出力電圧及び出力電流を安定させる電力調整ユニットと、
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　充電インターフェースと、を含み、
　前記アダプタが前記充電インターフェースのデータ線により前記充電対象機器と双方向
通信を行うことを特徴とするアダプタ。
【請求項２】
　前記アダプタは、前記電圧フィードバックユニットに接続され、前記目標電圧の値を調
整する第１調整ユニットをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のアダプタ。
【請求項３】
　前記電圧フィードバックユニットは、
　入力端が前記電力変換ユニットに接続され、前記アダプタの出力電圧をサンプリングし
て、第１電圧を取得する電圧サンプリングユニットと、
　入力端が前記電圧サンプリングユニットの出力端に接続され、第１電圧と第１参考電圧
とを比較し、第１電圧と第１参考電圧との比較結果に基づいて、電圧フィードバック信号
を生成する電圧比較ユニットと、を含み、
　前記第１調整ユニットは、前記電圧比較ユニットに接続され、前記電圧比較ユニットに
前記第１参考電圧を提供し、前記第１参考電圧の値を調整することにより、目標電圧の値
を調整することを特徴とする請求項２に記載のアダプタ。
【請求項４】
　前記第１調整ユニットは、制御ユニットと、デジタルポテンショメータと、を含み、
　前記デジタルポテンショメータの制御端が前記制御ユニットに接続されるとともに、前
記デジタルポテンショメータの出力端が前記電圧比較ユニットに接続され、
　前記制御ユニットは、前記デジタルポテンショメータの電圧分割比を調整することによ
り、第１参考電圧の値を調整することを特徴とする請求項３に記載のアダプタ。
【請求項５】
　前記電圧比較ユニットは、第１オペアンプを含み、
　前記電圧比較ユニットの第１オペアンプの逆相入力端は、前記第１電圧を受信するため
に用いられ、
　前記電圧比較ユニットの第１オペアンプの同相入力端は、前記第１参考電圧を受信する
ために用いられ、
　前記電圧比較ユニットの第１オペアンプの出力端は、前記電圧フィードバック信号を生
成するために用いられることを特徴とする請求項３又は４に記載のアダプタ。
【請求項６】
　前記第１調整ユニットは、前記アダプタが現在使用している第１充電モード又は第２充
電モードに基づいて、前記目標電圧の値を調整し、
　前記アダプタの前記第２充電モードにおける充電対象機器への充電速度が、前記アダプ
タの前記第２充電モードにおける充電対象機器への充電速度よりも速いことを特徴とする
請求項２から５のいずれか一項に記載のアダプタ。
【請求項７】
　前記アダプタは、前記電流フィードバックユニットに接続され、前記目標電流の電流値
を調整する第２調整ユニットをさらに含むことを特徴とする請求項１から６のいずれか一
項に記載のアダプタ。
【請求項８】
　前記電流フィードバックユニットは、
　入力端が前記電力変換ユニットに接続され、前記アダプタの出力電流をサンプリングし
て、前記アダプタの出力電流の大きさを示す第２電圧を取得する電流サンプリングユニッ
トと、
　入力端が前記電流サンプリングユニットの出力端に接続され、前記第２電圧と第２参考
電圧とを比較し、前記第２電圧と前記第２参考電圧との比較結果に基づいて、電流フィー
ドバック信号を生成する電流比較ユニットと、を含み、
　前記第２調整ユニットは、前記電流比較ユニットに接続され、前記電流比較ユニットに
前記第２参考電圧を提供し、前記第２参考電圧の電圧値を調整することにより、前記目標
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電流の電流値を調整することを特徴とする請求項７に記載のアダプタ。
【請求項９】
　前記第２調整ユニットは、制御ユニットと第２のＤＡＣとを含み、
　前記第２のＤＡＣの入力端が前記制御ユニットに接続され、
　前記第２のＤＡＣの出力端が前記電流比較ユニットに接続され、
　前記制御ユニットは、前記第２のＤＡＣにより前記第２参考電圧の電圧値を調整するこ
とを特徴とする請求項８に記載のアダプタ。
【請求項１０】
　前記電流比較ユニットは、第２オペアンプを含み、
　前記電流比較ユニットの第２オペアンプの逆相入力端は、前記第２電圧を受信するため
に用いられ、
　前記電流比較ユニットの第２オペアンプの同相入力端は、前記第２参考電圧を受信する
ために用いられ、
　前記電流比較ユニットの第２オペアンプの出力端は、前記電流フィードバック信号を生
成するために用いられることを特徴とする請求項８又は９に記載のアダプタ。
【請求項１１】
　前記アダプタが定電圧モードをサポートし、
　前記目標電圧は、前記定電圧モードにおいて、前記定電圧モードに対応する電圧であり
、
　前記目標電流は、前記アダプタの前記定電圧モードにおける出力が許容される最大電流
であり、
　前記電力調整ユニットは、具体的には、前記電圧フィードバック信号に基づいて、前記
アダプタの出力電圧を前記定電圧モードに対応する電圧に調整し、
　前記電流フィードバック信号は、前記アダプタの出力電流が前記アダプタの定電圧モー
ドにおける出力が許容される最大電流に達することを示す場合、前記アダプタの前記定電
圧モードにおける出力が許容される最大電流を超えないように前記アダプタの出力電流を
制御することを特徴とする請求項１から１０のいずれか一項に記載のアダプタ。
【請求項１２】
　前記アダプタが定電流モードをサポートし、
　前記目標電圧は、前記定電流モードにおいて、前記アダプタの前記定電流モードにおけ
る出力が許容される最大電圧であり、
　前記目標電流は、前記定電流モードに対応する電流であり、
　前記電力調整ユニットは、具体的には、前記電流フィードバック信号に基づいて、前記
アダプタの出力電流を前記定電流モードに対応する電流に調整し、
　前記電圧フィードバック信号は、前記アダプタの出力電圧が前記アダプタの定電流モー
ドにおける出力が許容される最大電圧に達することを示す場合、前記アダプタの前記定電
流モードにおける出力が許容される最大電圧を超えないように前記アダプタの出力電圧を
制御することを特徴とする請求項１から１１のいずれか一項に記載のアダプタ。
【請求項１３】
　前記電圧フィードバックユニットは、第１オペアンプを含み、
　前記電圧フィードバックユニットの第１オペアンプの出力端は、前記電圧フィードバッ
ク信号を出力するために用いられ、
　前記電流フィードバックユニットは、第２オペアンプを含み、
　前記電流フィードバックユニットの第２オペアンプの出力端は、前記電流フィードバッ
ク信号を出力するために用いられ、
　前記電力調整ユニットは、第１ダイオードと、第２ダイオードと、光結合ユニットと、
パルス幅変調ＰＷＭ制御ユニットと、を含み、
　前記電圧フィードバックユニットの第１オペアンプの出力端が前記第１ダイオードのカ
ソードに接続され、前記第１ダイオードのアノードが前記光結合ユニットの入力端に接続
され、前記電流フィードバックユニットの第２オペアンプの出力端が前記第２ダイオード
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のカソードに接続され、前記第２ダイオードのアノードが前記光結合ユニットの入力端に
接続され、前記光結合ユニットの出力端が前記ＰＷＭ制御ユニットの入力端に接続され、
前記ＰＷＭ制御ユニットの出力端が前記電力変換ユニットに接続されることを特徴とする
請求項１から１２のいずれか一項に記載のアダプタ。
【請求項１４】
　前記アダプタが定電流モードをサポートし、
　前記アダプタは、制御ユニットを含み、
　前記アダプタが充電対象機器と接続されているプロセスにおいて、前記制御ユニットは
、前記充電対象機器と双方向通信して、前記定電流モードでの前記アダプタの出力を制御
することを特徴とする請求項１から１３のいずれか一項に記載のアダプタ。
【請求項１５】
　充電制御方法であって、前記方法は、アダプタに適用され、
　前記方法は、
　入力される交流を変換して、前記アダプタの出力電圧及び出力電流を取得するステップ
と、
　前記アダプタの出力電圧を測定し、前記アダプタの出力電圧が所定の目標電圧に達する
か否かを示す電圧フィードバック信号を生成するステップと、
　前記アダプタの出力電流を測定し、前記アダプタの出力電流が所定の目標電流に達する
か否かを示す電流フィードバック信号を生成するステップと、
　前記電圧フィードバック信号が前記アダプタの出力電圧が前記目標電圧に達することを
示すか、又は、前記電流フィードバック信号が前記アダプタの出力電流が前記目標電流に
達することを示す場合に、前記アダプタの出力電圧及び出力電流を安定させるステップと
、
　充電インターフェースのデータ線により前記充電対象機器と双方向通信を行うステップ
と、を含むことを特徴とする充電制御方法。
【請求項１６】
　前記充電制御方法は、前記目標電圧の値を調整するステップをさらに含み、
　前記目標電圧の値を調整するステップは、
　前記アダプタが現在使用している第１充電モード又は第２充電モードに基づいて、前記
目標電圧の値を調整するステップを含み、
　前記アダプタの前記第２充電モードにおける充電対象機器への充電速度が前記アダプタ
の前記第２充電モードにおける充電対象機器への充電速度より速いことを特徴とする請求
項１５に記載の充電制御方法。
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