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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】アダプタの体積を低減可能な端末用の充電シス
テム、充電方法及び電源アダプタを提供する。
【解決手段】端末用の充電システムは、第一の整流ユニ
ットと、スイッチユニットと、トランスと、第二の整流
ユニットと、第一の充電インターフェースと、サンプリ
ングユニットと、制御信号をスイッチユニットに出力し
、サンプリングユニットによりサンプリングされた電圧
サンプル値及び／又は電流サンプル値に基づいて制御信
号のデューティ比を調整することによって、第二の整流
ユニットにより出力された第三のパルス波形の電圧が充
電の要求を満たすようにする制御ユニットとを有する電
源アダプタ１と、第二の充電インターフェース及び電池
を有する端末２とを備える。
【選択図】図２Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充電プロセスにおいては、入力された交流を整流することによって、第一のパルス波形
の電圧を出力するための第一の整流ユニットと、
　前記第一の整流ユニットにより出力された前記第一のパルス波形の電圧を受け取って次
段にカップリングすることによって、前記電源アダプタの出力電圧を生成するスイッチユ
ニット及びトランスとを有する電源アダプタと、
　前記電源アダプタの出力電圧を受け取り、前記電源アダプタの出力電圧で前記端末内の
電池を充電する端末とを備えることを特徴とする端末用の充電システム。
【請求項２】
　前記スイッチユニットは、制御信号に基づいて前記第一のパルス波形の電圧を変調し、
前記トランスは、変調後の前記第一のパルス波形の電圧に基づいて第二のパルス波形の電
圧を出力することを特徴とする請求項１に記載の端末用の充電システム。
【請求項３】
　前記電源アダプタは、
　前記第二のパルス波形の電圧を整流することによって、第三のパルス波形の電圧を出力
する第二の整流ユニットと、
　前記第二の整流ユニットに接続する第一の充電インターフェースと、
　前記第二の整流ユニットにより出力される電圧及び／又は電流をサンプリングすること
によって、電圧サンプル値及び／又は電流サンプル値を取得するサンプリングユニットと
、
　前記サンプリングユニット及び前記スイッチユニットのそれぞれに接続し、前記制御信
号を前記スイッチユニットに出力し、前記電圧サンプル値及び／又は電流サンプル値に基
づいて前記制御信号のデューティ比を調整することによって、前記第三のパルス波形の電
圧が充電の要求を満たすようにする制御ユニットと、
　前記電池に接続し、前記第一の充電インターフェースに接続される場合、前記第三のパ
ルス波形の電圧を前記電池に印加する第二の充電インターフェース及び電池を有する端末
とを更に備えることを特徴とする請求項２に記載の端末用の充電システム。
【請求項４】
　前記制御ユニットは、前記電圧サンプル値及び／又は電流サンプル値に基づいて前記制
御信号の周波数を調整することを特徴とする請求項３に記載の端末用の充電システム。
【請求項５】
　前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフェースに接続し、前記第一の充電イン
ターフェースを介して前記端末と通信することにより、前記端末の状態情報を取得するこ
とを特徴とする請求項３に記載の端末用の充電システム。
【請求項６】
　前記制御ユニットは、前記端末の状態情報、前記電圧サンプル値及び／又は前記電流サ
ンプル値に基づいて前記制御信号のデューティ比を調整することを特徴とする請求項５に
記載の端末用の充電システム。
【請求項７】
　前記電源アダプタは、前記スイッチユニットと前記制御ユニットとの間に接続し、前記
制御信号に基づいて前記スイッチユニットのオン又はオフを駆動するための駆動ユニット
を更に備えることを特徴とする請求項３に記載の端末用の充電システム。
【請求項８】
　前記電源アダプタは、前記駆動ユニットと前記制御ユニットとの間に接続する分離ユニ
ットを更に備えることを特徴とする請求項７に記載の端末用の充電システム。
【請求項９】
　前記電源アダプタは、変調後の第一のパルス波形の電圧に基づいて第四のパルス波形の
電圧を生成する補助巻線と、
　前記補助巻線に接続し、前記第四のパルス波形の電圧を変換して直流を出力し、前記駆
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動ユニット及び／又は前記制御ユニットのそれぞれに給電する給電ユニットとを更に備え
ることを特徴とする請求項７に記載の端末用の充電システム。
【請求項１０】
　前記電源アダプタは、前記補助巻線と前記制御ユニットのそれぞれに接続し、前記第四
のパルス波形の電圧を検出して電圧検出値を生成する第一の電圧検出ユニットを更に備え
、
　前記制御ユニットは、前記電圧検出値に基づいて前記制御信号のデューティ比を調整す
ることを特徴とする請求項９に記載の端末用の充電システム。
【請求項１１】
　前記トランスの動作周波数は、５０ＫＨｚ～２ＭＨｚであることを特徴とする請求項３
に記載の端末用の充電システム。
【請求項１２】
　前記サンプリングユニットは、前記第二の整流ユニットにより出力された電流をサンプ
リングすることによって、前記電流サンプル値を取得する第一の電流サンプル回路と、
　前記第二の整流ユニットにより出力された電圧をサンプリングすることによって、前記
電圧サンプル値を取得する第一の電圧サンプル回路とを備えることを特徴とする請求項３
に記載の端末用の充電システム。
【請求項１３】
　前記第一の電圧サンプル回路は、前記第三のパルス波形の電圧のピーク電圧をサンプリ
ングして記憶するピーク電圧サンプル記憶ユニットと、
　前記第三のパルス波形の電圧のゼロクロス点をサンプリングするゼロクロスサンプリン
グユニットと、
　前記ゼロクロス点において前記ピーク電圧サンプル記憶ユニットの電圧を放電する放電
ユニットと、
　前記ピーク電圧サンプル記憶ユニットのピーク電圧をサンプリングすることによって、
前記電圧サンプル値を取得するＡＤサンプリングユニットとを備えることを特徴とする請
求項１２に記載の端末用の充電システム。
【請求項１４】
　前記変調後の第一のパルス波形は、前記第三のパルス波形と同期であることを特徴とす
る請求項３に記載の端末用の充電システム。
【請求項１５】
　前記電源アダプタは、前記第一のパルス波形の電圧をサンプリングし、前記制御ユニッ
トに接続し、サンプリングされた電圧値が第一の所定電圧値より大きい場合、前記制御ユ
ニットは、前記スイッチユニットを制御して第一の設定時間を開始させて放電動作を行う
第二の電圧サンプル回路を更に備えることを特徴とする請求項３～１４のいずれか１項に
記載の端末用の充電システム。
【請求項１６】
　前記第一の充電インターフェースは、前記電池を充電する電力線と、前記端末と通信を
行うデータ線とを備えることを特徴とする請求項３に記載の端末用の充電システム。
【請求項１７】
　前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフェースを介して前記端末と通信を行う
ことによって、急速充電モード及び普通充電モードを備える充電モードを決めることを特
徴とする請求項１６に記載の端末用の充電システム。
【請求項１８】
　前記電源アダプタは、前記第二の整流ユニットの第一の出力端子に接続する直列接続す
る制御可能スイッチ及びフィルタユニットを更に備え、
　前記制御ユニットは、前記充電モードが普通充電モードに決められた場合、前記制御可
能スイッチがオンになるように制御し、前記充電モードが急速充電モードに決められた場
合、前記制御可能スイッチがオフになるように制御することを特徴とする請求項１７に記
載の端末用の充電システム。
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【請求項１９】
　前記制御ユニットは、前記充電モードが急速充電モードに決められた場合、前記端末の
状態情報に基づいて前記急速充電モードに対応する充電電流及び／又は充電電圧を取得し
、前記急速充電モードに対応する充電電流及び／又は充電電圧に基づいて前記制御信号の
デューティ比を調整することを特徴とする請求項１７に記載の端末用の充電システム。
【請求項２０】
　前記端末の状態情報は、前記電池の温度を含み、前記電池の温度が第一の所定温度閾値
より大きい又は前記電池の温度が第二の所定温度閾値より小さい場合、現在の充電モード
が急速充電モードであれば、急速充電モードが普通充電モードに切り替えられ、前記第一
の所定温度閾値が前記第二の所定温度閾値より大きいことを特徴とする請求項１９に記載
の端末用の充電システム。
【請求項２１】
　前記制御ユニットは、前記電池の温度が所定高温保護閾値より大きい場合、前記スイッ
チユニットがオフになるように制御することを特徴とする請求項２０に記載の端末用の充
電システム。
【請求項２２】
　前記制御ユニットは、前記電圧サンプル値が第二の所定電圧値より大きい場合、前記ス
イッチユニットがオフになるように制御することを特徴とする請求項３に記載の端末用の
充電システム。
【請求項２３】
　前記制御ユニットは、電流サンプル値が所定電流値より大きい場合、前記スイッチユニ
ットがオフになるように制御することを特徴とする請求項３に記載の端末用の充電システ
ム。
【請求項２４】
　前記端末は、移動端末、モバイル電源、マルティメディアプレーヤー、ノードパソコン
、ウェアラブル式装置であることを特徴とする請求項１に記載の端末用の充電システム。
【請求項２５】
　前記端末の状態情報は、前記電池の電気量、前記電池の温度、前記端末の電圧／電流、
前記端末のインターフェース情報、前記端末の通路インピーダンスの情報を含むことを特
徴とする請求項５に記載の端末用の充電システム。
【請求項２６】
　前記端末は、コントローラと、前記第二の充電インターフェースと前記電池との間に接
続し、前記コントローラによる制御で前記電池の充電プロセスをオン又はオフする充電制
御スイッチと、を更に備えることを特徴とする請求項３に記載の端末用の充電システム。
【請求項２７】
　前記端末は、前記第二の充電インターフェース及び前記第一の充電インターフェースに
より前記コントローラと前記制御ユニットによる双方向通信を確立する通信ユニットを更
に備えることを特徴とする請求項２６に記載の端末用の充電システム。
【請求項２８】
　前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフェースのデータ線で前記端末と双方向
通信を行うことにより、前記急速充電モードで前記端末を充電すると決めた際、前記急速
充電モードをオンにするかどうかを前記端末に尋ねるための第一のインストラクションを
前記端末に送り、前記端末が前記急速充電モードをオンにすることを同意することを示す
第一のインストラクションの応答インストラクションを前記端末から受け取ることを特徴
とする請求項１７に記載の端末用の充電システム。
【請求項２９】
　前記制御ユニットは、前記端末に前記第一のインストラクションを送る前に、前記普通
充電モードで前記電源アダプタにより前記端末を充電し、前記普通充電モードの充電時間
が所定閾値より長いと確認された後、前記端末に前記第一のインストラクションを送るこ
とを特徴とする請求項２８に記載の端末用の充電システム。
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【請求項３０】
　前記制御ユニットは、前記スイッチユニットを制御することによって、前記電源アダプ
タが充電電流を前記急速充電モードに対応する充電電流に調整することを制御し、前記電
源アダプタにより前記急速充電モードに対応する充電電流で前記端末を充電される前に、
前記第一の充電インターフェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信を行うことに
よって、前記急速充電モードに対応する充電電圧を決め、前記電源アダプタが充電電圧を
前記急速充電モードに対応する充電電圧に調整することを制御することを特徴とする請求
項２８に記載の端末用の充電システム。
【請求項３１】
　前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフェースのデータ線を介して前記端末と
双方向通信を行うことによって、前記急速充電モードに対応する充電電圧を決める際、前
記電源アダプタの現在の出力電圧が前記急速充電モードの充電電圧とされることが適切か
どうかを尋ねるための第二のインストラクションを前記端末に送り、前記端末により送ら
れた、前記電源アダプタの現在の出力電圧が適切、やや高い又はやや低いことを示すため
の前記第二のインストラクションの応答インストラクションを受け取り、前記第二のイン
ストラクションの応答インストラクションに基づいて前記急速充電モードの充電電圧を決
めることを特徴とする請求項３０に記載の端末用の充電システム。
【請求項３２】
　前記制御ユニットは、前記電源アダプタが充電電流を前記急速充電モードに対応する充
電電流に調整することを制御する前に、前記第一の充電インターフェースのデータ線を介
して前記端末と双方向通信を行うことによって、前記急速充電モードに対応する充電電流
を決めることを特徴とする請求項３０に記載の端末用の充電システム。
【請求項３３】
　前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフェースのデータ線を介して前記端末と
双方向通信を行うことによって、前記急速充電モードに対応する充電電圧を決める際、前
記端末が現在サポートする最大の充電電流を決めるための第三のインストラクションを前
記端末に送り、前記端末により送られた、前記端末が現在サポートする最大の充電電流を
示すための前記第三のインストラクションの応答インストラクションを受け取り、前記第
三のインストラクションの応答インストラクションに基づいて前記急速充電モードの充電
電流を決めることを特徴とする請求項３２に記載の端末用の充電システム。
【請求項３４】
　前記急速充電モードで、前記電源アダプタにより前記端末を充電するプロセスにおいて
、
　前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフェースのデータ線を介して前記端末と
双方向通信を行うことによって、前記スイッチユニットを制御することで前記電源アダプ
タにより電池に出力される充電電流を調整し続けることを特徴とする請求項２８に記載の
端末用の充電システム。
【請求項３５】
　前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフェースのデータ線を介して前記端末と
双方向通信を行うことによって、前記スイッチユニットを制御することで前記電源アダプ
タにより電池に出力される充電電流を調整し続ける際、前記端末内の電池の現在電圧を尋
ねるための第四のインストラクションを前記端末に送り、前記端末により送られた、前記
端末内の電池の現在電圧を示すための第四のインストラクションの応答インストラクショ
ンを受け取り、前記電池の現在電圧に基づいて前記スイッチユニットを制御することで前
記充電電流を調整することを特徴とする請求項３４に記載の端末用の充電システム。
【請求項３６】
　前記制御ユニットは、前記電池の現在電圧及び所定の電池電圧値と充電電流値の対応関
係に基づいて、前記スイッチユニットを制御することで前記電源アダプタにより電池に出
力される充電電流を前記電池の現在電圧に対応する充電電流値に調整することを特徴とす
る請求項３５に記載の端末用の充電システム。
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【請求項３７】
　前記急速充電モードで、前記電源アダプタにより前記端末を充電するプロセスにおいて
、前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフェースのデータ線を介して前記端末と
双方向通信を行うことによって、前記第一の充電インターフェースと前記第二の充電イン
ターフェースによる接触不良が存在するかどうかを確認し、接触不良が存在すると確認さ
れた場合、前記電源アダプタが前記急速充電モードを終了することを制御することを特徴
とする請求項３４に記載の端末用の充電システム。
【請求項３８】
　前記第一の充電インターフェースと前記第二の充電インターフェースによる接触不良が
存在するかどうかが確認される前に、前記制御ユニットは、前記端末から前記端末の通路
インピーダンスを示す情報を受け取り、前記端末内の電池の電圧を尋ねるための第四のイ
ンストラクションを前記端末に送り、前記端末により送られた、前記端末内の電池の電圧
を示すための第四のインストラクションの応答インストラクションを受け取り、前記電源
アダプタの出力電圧及び前記電池の電圧に基づいて前記電源アダプタから前記電池までの
通路インピーダンスを決め、前記電源アダプタから前記電池までの通路インピーダンス、
前記端末の通路インピーダンス及び前記電源アダプタと前記端末との間の充電回路の通路
インピーダンスに基づいて、前記第一の充電インターフェースと前記第二の充電インター
フェースによる接触不良が存在するかどうかを確認することを特徴とする請求項３７に記
載の端末用の充電システム。
【請求項３９】
　前記電源アダプタが前記急速充電モードを終了する前に、前記制御ユニットは、前記第
一の充電インターフェースと前記第二の充電インターフェースによる接触不良が存在する
ことを示す第五のインストラクションを端末に送ることを特徴とする請求項３７に記載の
端末用の充電システム。
【請求項４０】
　前記端末は、普通充電モード及び急速充電モードをサポートし、前記急速充電モードの
充電電流が前記普通充電モードの充電電流より大きく、前記コントローラは、前記制御ユ
ニットと双方向通信を行うことによって、前記電源アダプタは、前記急速充電モードで前
記端末を充電することを決め、前記制御ユニットは、前記電源アダプタが前記急速充電モ
ードに対応する充電電流で出力することを制御し、前記端末内の電池を充電することを特
徴とする請求項２７に記載の端末用の充電システム。
【請求項４１】
　前記コントローラは、前記制御ユニットから送られた、前記端末が前記急速充電モード
をオンにするかどうかを尋ねるための第一のインストラクションを受け取り、前記端末が
前記急速充電モードをオンにすることを同意することを示すための第一のインストラクシ
ョンの応答インストラクションを前記制御ユニットに送ることを特徴とする請求項４０に
記載の端末用の充電システム。
【請求項４２】
　前記コントローラは、前記制御ユニットにより送られた第一のインストラクションを受
け取る前に、前記電源アダプタによる前記端末への充電は、前記普通充電モードで行われ
、前記制御ユニットは、前記普通充電モードでの充電時間が所定閾値より長いと確認され
た後、前記コントローラは、前記制御ユニットにより送られた前記第一のインストラクシ
ョンを受け取ることを特徴とする請求項４１に記載の端末用の充電システム。
【請求項４３】
　前記電源アダプタは、前記急速充電モードに対応する充電電流で出力して前記端末内の
電池を充電する前に、前記コントローラと前記制御ユニットが双方向通信を行うことによ
って、前記電源アダプタは、前記急速充電モードに対応する充電電圧を決めることを特徴
とする請求項４０に記載の端末用の充電システム。
【請求項４４】
　前記コントローラは、前記制御ユニットにより送られた、前記電源アダプタの現在出力
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電圧が前記急速充電モードの充電電圧とされることが適切かどうかを尋ねるための第二の
インストラクションを受け取り、前記電源アダプタの現在出力電圧が適切、やや高い又は
やや低いであることを示す第二のインストラクションの応答インストラクションを前記制
御ユニットに送ることを特徴とする請求項４３に記載の端末用の充電システム。
【請求項４５】
　前記コントローラと前記制御ユニットが双方向通信を行うことによって、前記電源アダ
プタは、前記急速充電モードに対応する充電電流を決めることを特徴とする請求項４３に
記載の端末用の充電システム。
【請求項４６】
　前記コントローラは、前記制御ユニットにより送られた、前記端末が現在サポートする
最大の充電電流を尋ねるための第三のインストラクションを受け取り、前記端末が現在サ
ポートする最大の充電電流を示す第三のインストラクションの応答インストラクションを
前記制御ユニットに送ることで、前記電源アダプタが前記最大の充電電流に基づいて前記
急速充電モードに対応する充電電流を決めることを特徴とする請求項４５に記載の端末用
の充電システム。
【請求項４７】
　前記急速充電モードで、前記電源アダプタにより前記端末を充電するプロセスにおいて
、前記コントローラと前記制御ユニットが双方向通信を行うことによって、前記電源アダ
プタは、自らによる電池へ出力する充電電流を調整し続けることを特徴とする請求項４１
に記載の端末用の充電システム。
【請求項４８】
　前記コントローラは、前記制御ユニットから送られた、前記端末内の電池の現在電圧を
尋ねるための第四のインストラクションを受け取り、前記端末内の電池の現在電圧を示す
第四のインストラクションの応答インストラクションを前記制御ユニットに送ることで、
前記電源アダプタが前記電池の現在電圧に基づいて自らによる電池へ出力する充電電流を
調整し続けることを特徴とする請求項４１に記載の端末用の充電システム。
【請求項４９】
　前記急速充電モードで、前記電源アダプタによる前記端末を充電するプロセスにおいて
、前記コントローラと前記制御ユニットが双方向通信を行うことによって、前記電源アダ
プタは、前記第一の充電インターフェースと前記第二の充電インターフェースによる接触
不良が存在するかどうかを確認することを特徴とする請求項４３に記載の端末用の充電シ
ステム。
【請求項５０】
　前記コントローラは、前記制御ユニットにより送られた、前記端末内の電池の現在電圧
を尋ねるための第四のインストラクションを受け取り、前記端末内の電池の現在電圧を示
す第四のインストラクションの応答インストラクションを前記制御ユニットに送ることで
、前記制御ユニットは、前記電源アダプタの出力電圧及び前記電池の現在電圧に基づいて
、前記第一の充電インターフェースと前記第二の充電インターフェースによる接触不良が
存在するかどうかを確認することを特徴とする請求項４９に記載の端末用の充電システム
。
【請求項５１】
　前記コントローラは、前記制御ユニットにより送られた、前記第一の充電インターフェ
ースと前記第二の充電インターフェースによる接触不良を示すための第五のインストラク
ションを受け取ることを特徴とする請求項５０に記載の端末用の充電システム。
【請求項５２】
　前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフェースの温度を取得し、前記第一の充
電インターフェースの温度が所定保護温度より高い場合、前記スイッチユニットがオフに
なるように制御することを特徴とする請求項２１に記載の端末用の充電システム。
【請求項５３】
　前記コントローラは、前記制御ユニットと双方向通信を行うことによって、前記電圧サ
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ンプル値を取得し、前記電圧サンプル値が第二の所定電圧値より大きい場合、前記充電制
御スイッチがオフになるように制御することを特徴とする請求項２７に記載の端末用の充
電システム。
【請求項５４】
　前記コントローラは、前記制御ユニットと双方向通信を行うことによって、前記電流サ
ンプル値を取得し、前記電流サンプル値が設定電流値より大きい場合、前記充電制御スイ
ッチがオフになるように制御することを特徴とする請求項２７に記載の端末用の充電シス
テム。
【請求項５５】
　前記コントローラは、前記制御ユニットと双方向通信を行うことによって、前記第一の
充電インターフェースの温度を取得し、前記第一の充電インターフェースの温度が所定保
護温度より高い場合、前記充電制御スイッチがオフになるように制御することを特徴とす
る請求項２７に記載の端末用の充電システム。
【請求項５６】
　前記コントローラは、前記電池の温度を取得し、前記電池の温度が所定高温保護閾値よ
り高い場合、前記充電制御スイッチがオフになるように制御することを特徴とする請求項
２６に記載の端末用の充電システム。
【請求項５７】
　充電プロセスにおいて、入力された交流を整流することによって、第一のパルス波形の
電圧を出力する第一の整流ユニットと、
　前記第一の整流ユニットにより出力された前記第一のパルス波形の電圧を受け取って次
段にカップリングすることによって、前記電源アダプタの出力電圧を生成するスイッチユ
ニット及びトランスとを備えることを特徴とする電源アダプタ。
【請求項５８】
　前記スイッチユニットは、制御信号に基づいて前記第一のパルス波形の電圧を変調し、
前記トランスは、具体的に変調後の前記第一のパルス波形の電圧に基づいて第二のパルス
波形の電圧を出力することを特徴とする請求項５７に記載の電源アダプタ。
【請求項５９】
　前記第二のパルス波形の電圧を整流して第三のパルス波形の電圧を出力する第二の整流
ユニットと、
　前記第二の整流ユニットに接続し、端末における、前記電池に接続する第二の充電イン
ターフェースに接続する場合、前記第二の充電インターフェースにより前記第三のパルス
波形の電圧を前記端末の電池に印加する第一の充電インターフェースと、
　前記第二の整流ユニットにより出力された電圧及び／又は電流をサンプリングすること
によって、電圧サンプル値及び／又は電流サンプル値を取得するサンプリングユニットと
、
　前記サンプリングユニット及び前記スイッチユニットのそれぞれに接続し、前記制御信
号を前記スイッチユニットに出力し、前記電圧サンプル値及び／又は電流サンプル値に基
づいて、前記制御信号のデューティ比を調整することによって、前記第三のパルス波形の
電圧が充電の要求を満たすようにする制御ユニットとを更に備えることを特徴とする請求
項５８に記載の電源アダプタ。
【請求項６０】
　前記制御ユニットは、前記電圧サンプル値及び／又は電流サンプル値に基づいて、前記
制御信号の周波数を調整することを特徴とする請求項５９に記載の電源アダプタ。
【請求項６１】
　前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフェースに接続し、前記第一の充電イン
ターフェースを介して前記端末と通信を行うことによって、前記端末の状態情報を取得す
ることを特徴とする請求項５９に記載の電源アダプタ。
【請求項６２】
　前記制御ユニットは、前記端末の状態情報、前記電圧サンプル値及び／又は電流サンプ
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ル値に基づいて、前記制御信号のデューティ比を調整することを特徴とする請求項６１に
記載の電源アダプタ。
【請求項６３】
　前記スイッチユニットと前記制御ユニットとの間に接続し、前記制御信号に基づいて、
前記スイッチユニットのオン又はオフを駆動する駆動ユニットを更に備えることを特徴と
する請求項５７に記載の電源アダプタ。
【請求項６４】
　前記駆動ユニットと前記制御ユニットとの間に接続する分離ユニットを更に備えること
を特徴とする請求項６３に記載の電源アダプタ。
【請求項６５】
　変調後の第一のパルス波形の電圧に基づいて、第四のパルス波形の電圧を生成する補助
巻線と、
　前記補助巻線に接続し、前記第四のパルス波形の電圧を変換して直流を出力し、前記駆
動ユニット及び／又は前記制御ユニットのそれぞれに給電する給電ユニットとを更に備え
ることを特徴とする請求項５７に記載の電源アダプタ。
【請求項６６】
　前記補助巻線と前記制御ユニットのそれぞれに接続し、前記第四のパルス波形の電圧を
検出して電圧検出値を生成する第一の電圧検出ユニットを更に備え、
　前記制御ユニットは、前記電圧検出値に基づいて、前記制御信号のデューティ比を調整
することを特徴とする請求項６５に記載の電源アダプタ。
【請求項６７】
　前記トランスの動作周波数は、５０ＫＨｚ～２ＭＨｚであることを特徴とする請求項５
７に記載の電源アダプタ。
【請求項６８】
　前記サンプリングユニットは、前記第二の整流ユニットにより出力された電流をサンプ
リングすることによって、前記電流サンプル値を取得する第一の電流サンプル回路と、
　前記第二の整流ユニットにより出力された電圧をサンプリングすることによって、前記
電圧サンプル値を取得する第一の電圧サンプル回路とを備えることを特徴とする請求項５
７に記載の電源アダプタ。
【請求項６９】
　前記第一の電圧サンプル回路は、前記第三のパルス波形の電圧のピーク電圧をサンプリ
ングして記憶するピーク電圧サンプル記憶ユニットと、
　前記第三のパルス波形の電圧のゼロクロス点をサンプリングするゼロクロスサンプリン
グユニットと、
　前記ゼロクロス点において前記ピーク電圧サンプル記憶ユニットの電圧を放電する放電
ユニットと、
　前記ピーク電圧サンプル記憶ユニットのピーク電圧をサンプリングすることによって、
前記電圧サンプル値を取得するＡＤサンプリングユニットとを備えることを特徴とする請
求項６８に記載の電源アダプタ。
【請求項７０】
　前記変調後の第一のパルス波形は、前記第三のパルス波形と同期であることを特徴とす
る請求項５７に記載の電源アダプタ。
【請求項７１】
　前記第一のパルス波形の電圧をサンプリングし、前記制御ユニットに接続し、サンプリ
ングされた電圧値が第一の所定電圧値より大きい場合、前記制御ユニットは、前記スイッ
チユニットを制御することで第一の所定時間を開始させて放電動作を行う第二の電圧サン
プル回路を更に備えることを特徴とする請求項５７～７０のいずれか１項に記載の電源ア
ダプタ。
【請求項７２】
　前記第一の充電インターフェースは、前記電池を充電する電力線と、前記端末と通信を
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行うデータ線とを備えることを特徴とする請求項５７に記載の電源アダプタ。
【請求項７３】
　前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフェースを介して前記端末と通信を行う
ことによって、急速充電モード及び普通充電モードを含む充電モードを決めることを特徴
とする請求項７２に記載の電源アダプタ。
【請求項７４】
　前記第二の整流ユニットの第一の出力端子に接続する直列接続する制御可能スイッチ及
びフィルタユニットを更に備え、
　前記制御ユニットは、前記充電モードが普通充電モードに決められた場合、前記制御可
能スイッチをオンにすることを制御し、前記充電モードが急速充電モードに決められた場
合、前記制御可能スイッチをオフにすることを制御することを特徴とする請求項７３に記
載の電源アダプタ。
【請求項７５】
　前記制御ユニットは、前記充電モードが急速充電モードに決められた場合、前記端末の
状態情報に基づいて、前記急速充電モードに対応する充電電流及び／又は充電電圧を取得
し、前記急速充電モードに対応する充電電流及び／又は充電電圧に基づいて、前記制御信
号のデューティ比を調整することを特徴とする請求項７３に記載の電源アダプタ。
【請求項７６】
　前記端末の状態情報は、電池の温度を含み、前記電池の温度が第一の所定温度閾値より
大きい、又は、前記電池の温度が第二の所定温度閾値より小さい場合、現在の充電モード
が急速充電モードであれば、急速充電モードが普通充電モードに切り替えられ、前記第一
の所定温度閾値が前記第二の所定温度閾値より大きいことを特徴とする請求項７５に記載
の電源アダプタ。
【請求項７７】
　前記制御ユニットは、前記電池の温度が所定高温保護閾値より大きい場合、前記スイッ
チユニットをオフにすることを制御することを特徴とする請求項７６に記載の電源アダプ
タ。
【請求項７８】
　前記制御ユニットは、前記電圧サンプル値が第二の所定電圧値より大きい場合、前記ス
イッチユニットをオフにすることを制御することを特徴とする請求項５７に記載の電源ア
ダプタ。
【請求項７９】
　前記制御ユニットは、電流サンプル値が設定電流値より大きい場合、前記スイッチユニ
ットをオフにすることを制御することを特徴とする請求項５７に記載の電源アダプタ。
【請求項８０】
　前記端末の状態情報は、前記電池の電気量、前記電池の温度、前記端末の電圧／電流、
前記端末のインターフェース情報、前記端末の通路インピーダンスの情報を含むことを特
徴とする請求項６１に記載の電源アダプタ。
【請求項８１】
　前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフェースのデータ線を介して前記端末と
双方向通信を行うことにより、前記急速充電モードで前記端末を充電すると決められた際
、前記急速充電モードをオンにするかどうかを前記端末に尋ねるための第一のインストラ
クションを前記端末に送り、前記端末が前記急速充電モードをオンにすることを同意する
ことを示す第一のインストラクションの応答インストラクションを前記端末から受け取る
ことを特徴とする請求項７３に記載の電源アダプタ。
【請求項８２】
　前記制御ユニットは、前記端末に前記第一のインストラクションを送る前に、前記普通
充電モードで前記電源アダプタにより前記端末を充電し、前記普通充電モードの充電時間
が所定閾値より長いと確認された後、前記端末に前記第一のインストラクションを送るこ
とを特徴とする請求項８１に記載の電源アダプタ。
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【請求項８３】
　前記制御ユニットは、前記スイッチユニットを制御することで前記電源アダプタが充電
電流を前記急速充電モードに対応する充電電流に調整することを制御し、前記電源アダプ
タが前記急速充電モードに対応する充電電流で前記端末を充電する前に、前記第一の充電
インターフェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信を行うことによって、前記急
速充電モードに対応する充電電圧を決め、前記電源アダプタが充電電圧を前記急速充電モ
ードに対応する充電電圧に調整することを制御することを特徴とする請求項８１に記載の
電源アダプタ。
【請求項８４】
　前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフェースのデータ線を介して前記端末と
双方向通信を行うことにより、前記急速充電モードに対応する充電電圧が決められた際、
前記電源アダプタの現在の出力電圧を前記急速充電モードの充電電圧にすることが適切か
どうかを尋ねる第二のインストラクションを前記端末に送り、前記端末から送られた、前
記電源アダプタの現在の出力電圧が適切、やや高い又はやや低いであることを示すための
第二のインストラクションの応答インストラクションを受け取り、前記第二のインストラ
クションの応答インストラクションに基づいて、前記急速充電モードの充電電圧を決める
ことを特徴とする請求項８３に記載の電源アダプタ。
【請求項８５】
　前記制御ユニットは、前記電源アダプタが充電電流を前記急速充電モードに対応する充
電電流に調整することを制御する前に、前記第一の充電インターフェースのデータ線を介
して前記端末と双方向通信を行うことによって、前記急速充電モードに対応する充電電流
を決めることを特徴とする請求項８３に記載の電源アダプタ。
【請求項８６】
　前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフェースのデータ線を介して前記端末と
双方向通信を行うことによって、前記急速充電モードに対応する充電電流を決めた際、前
記端末が現在サポートする最大の充電電流を尋ねるための第三のインストラクションを前
記端末に送り、前記端末により送られた、前記端末が現在サポートする最大の充電電流を
示すための前記第三のインストラクションの応答インストラクションを受け取り、前記第
三のインストラクションの応答インストラクションに基づいて、前記急速充電モードの充
電電流を決めることを特徴とする請求項８５に記載の電源アダプタ。
【請求項８７】
　前記急速充電モードで、前記電源アダプタによる前記端末を充電するプロセスにおいて
、
　前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフェースのデータ線を介して前記端末と
双方向通信を行うことによって、前記スイッチユニットを制御することで前記電源アダプ
タにより電池に出力される充電電流を調整し続けることを特徴とする請求項８１に記載の
電源アダプタ。
【請求項８８】
　前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフェースのデータ線を介して前記端末と
双方向通信を行うことによって、前記スイッチユニットを制御することで前記電源アダプ
タにより電池に出力される充電電流を調整し続ける際、前記端末内の電池の現在電圧を尋
ねるための第四のインストラクションを前記端末に送り、前記端末により送られた、前記
端末内の電池の現在電圧を示すための第四のインストラクションの応答インストラクショ
ンを受け取り、前記電池の現在電圧に基づいて、前記スイッチユニットを制御することで
前記充電電流を調整することを特徴とする請求項８７に記載の電源アダプタ。
【請求項８９】
　前記制御ユニットは、前記電池の現在電圧及び所定電池の電圧値と充電電流値の対応関
係に基づいて、前記スイッチユニットを制御することで前記電源アダプタにより電池に出
力される充電電流を前記電池の現在電圧に対応する充電電流値に調整することを特徴とす
る請求項８８に記載の電源アダプタ。
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【請求項９０】
　前記急速充電モードで、前記電源アダプタによる前記端末を充電するプロセスにおいて
、前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフェースのデータ線を介して前記端末と
双方向通信を行うことによって、前記第一の充電インターフェースと前記第二の充電イン
ターフェースによる接触不良が存在するかどうかを確認し、接触不良が存在すると確認さ
れた場合、前記電源アダプタが前記急速充電モードを終了することを制御することを特徴
とする請求項８７に記載の電源アダプタ。
【請求項９１】
　前記第一の充電インターフェースと前記第二の充電インターフェースによる接触不良が
存在するかどうかが確認される前に、前記制御ユニットは、前記端末から前記端末の通路
インピーダンスを示す情報を受け取り、前記端末内の電池の電圧を尋ねるための第四のイ
ンストラクションを前記端末に送り、前記端末により送られた、前記端末内の電池の電圧
を示すための第四のインストラクションの応答インストラクションを受け取り、前記電源
アダプタの出力電圧及び前記電池の電圧に基づいて、前記電源アダプタから前記電池まで
の通路インピーダンスを決め、前記電源アダプタから前記電池までの通路インピーダンス
、前記端末の通路インピーダンス及び前記電源アダプタと前記端末との間の充電回路の通
路インピーダンスに基づいて、前記第一の充電インターフェースと前記第二の充電インタ
ーフェースによる接触不良が存在するかどうかを確認することを特徴とする請求項９０に
記載の電源アダプタ。
【請求項９２】
　前記電源アダプタが前記急速充電モードを終了する前に、前記制御ユニットは、前記第
一の充電インターフェースと前記第二の充電インターフェースによる接触不良が存在する
ことを示すための第五のインストラクションを前記端末に送ることを特徴とする請求項９
１に記載の電源アダプタ。
【請求項９３】
　前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフェースの温度を取得し、前記第一の充
電インターフェースの温度が所定保護温度より高い場合、前記スイッチユニットをオフに
することを制御することを特徴とする請求項７７に記載の電源アダプタ。
【請求項９４】
　充電プロセスにおいて、入力された交流を整流して第一のパルス波形の電圧を出力する
ステップと、
　前記第一の整流ユニットにより出力された前記第一のパルス波形の電圧を受け取って次
段にカップリングすることによって、前記電源アダプタの出力電圧を生成するステップと
を備えることを特徴とする端末用の充電方法。
【請求項９５】
　前記入力された交流を整流して第一のパルス波形の電圧を出力することは、電源アダプ
タの第一の充電インターフェースと前記端末の第二の充電インターフェースが接続してい
る際、前記入力された交流を１次整流して第一のパルス波形の電圧を出力することを含み
、
　前記第一の整流ユニットにより出力された前記第一のパルス波形の電圧を受け取って次
段にカップリングすることは、制御スイッチユニットにより第一のパルス波形の電圧を変
調し、トランスによる変換で第二のパルス波形の電圧を出力することを特徴とする請求項
９４に記載の端末用の充電方法。
【請求項９６】
　前記第二のパルス波形の電圧を２次整流して第三のパルス波形の電圧を出力し、前記第
二の充電インターフェースにより前記第三のパルス波形の電圧を前記端末の電池に印加す
るステップと、
　２次整流した後の電圧及び／又は電流をサンプリングすることによって、電圧サンプル
値及び／又は電流サンプル値を取得するステップと、
　電圧アンプル値及び／又は電流サンプル値に基づいて、前記スイッチユニットを制御す
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る制御信号のデューティ比を調整することによって、前記第三のパルス波形の電圧が充電
の要求を満たすようにするステップとを備えることを特徴とする請求項９５に記載の端末
用の充電方法。
【請求項９７】
　前記電圧サンプル値及び／又は電流サンプル値に基づいて、前記制御信号の周波数を調
整することを特徴とする請求項９６に記載の端末用の充電方法。
【請求項９８】
　前記第一の充電インターフェースを介して前記端末と通信を行うことによって、前記端
末の状態情報を取得し、前記端末の状態情報、前記電圧サンプル値及び／又は前記電流サ
ンプル値に基づいて、前記制御ユニットのデューティ比を調整することを更に含むことを
特徴とする請求項９６に記載の端末用の充電方法。
【請求項９９】
　前記トランスによる変換で第四のパルス波形の電圧を生成し、前記第四のパルス波形の
電圧を検出して電圧検出値を生成し、前記電圧検出値に基づいて前記制御信号のデューテ
ィ比を調整することを特徴とする請求項９６に記載の端末用の充電方法。
【請求項１００】
　前記２次整流した後の電圧をサンプリングして電圧サンプル値を取得することは、前記
２次整流した後の電圧のピーク電圧をサンプリングして記憶し、前記２次整流した後の電
圧のゼロクロス点をサンプリングすること、前記ゼロクロス点において前記ピーク電圧を
サンプリングして記憶するピーク電圧サンプル記憶ユニットの電圧を放電すること、及び
、前記ピーク電圧サンプル記憶ユニットのピーク電圧をサンプリングすることによって、
前記電圧サンプル値を取得することを含むことを特徴とする請求項９６に記載の端末用の
充電方法。
【請求項１０１】
　前記第一のパルス波形の電圧をサンプリングし、サンプリングした電圧値が第一の所定
電圧値より大きい場合、前記スイッチユニットを制御して第一の設定時間を開始させて放
電動作を行うことを特徴とする請求項９６に記載の端末用の充電方法。
【請求項１０２】
　前記第一の充電インターフェースを介して前記端末と通信を行うことによって、急速充
電モード及び普通充電モードを含む充電モードが決められ、前記充電モードが急速充電モ
ードに決められた場合、前記端末の状態情報に基づいて、前記急速充電モードに対応する
充電電流及び／又は充電電圧を取得し、前記急速充電モードに対応する充電電流及び／又
は充電電圧に基づいて、前記制御信号のデューティ比を調整することを特徴とする請求項
９６に記載の端末用の充電方法。
【請求項１０３】
　前記端末の状態情報は、前記電池の温度を含み、前記電池の温度が第一の所定温度閾値
より大きい、又は、前記電池の温度が第二の所定温度閾値より小さい場合、現在の充電モ
ードが急速充電モードであれば、急速充電モードが普通充電モードに切り替えられ、前記
第一の所定温度閾値が前記第二の所定温度閾値より大きいことを特徴とする請求項１０２
に記載の端末用の充電方法。
【請求項１０４】
　前記電池の温度が所定高温保護閾値より大きい場合、前記スイッチユニットをオフにす
ることを制御することを特徴とする請求項１０３に記載の端末用の充電方法。
【請求項１０５】
　前記電圧サンプル値が第二の所定電圧値より大きい場合、前記スイッチユニットをオフ
にすることを制御することを特徴とする請求項９６に記載の端末用の充電方法。
【請求項１０６】
　前記電流サンプル値が所定電流値より大きい場合、前記スイッチユニットをオフにする
ことを制御することを特徴とする請求項９６に記載の端末用の充電方法。
【請求項１０７】
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　前記端末の状態情報は、前記電池の電気量、前記電池の温度、前記端末の電圧／電流、
前記端末のインターフェース情報、前記端末の通路インピーダンスの情報を含むことを特
徴とする請求項９８に記載の端末用の充電方法。
【請求項１０８】
　前記電源アダプタは、前記第一の充電インターフェースを介して前記端末と双方向通信
を行うことによって、前記急速充電モードで前記端末を充電すると決めた際、前記急速充
電モードをオンにするかどうかを前記端末に尋ねるための第一のインストラクションを前
記端末に送り、前記端末が前記急速充電モードをオンにすることを同意することを示す第
一のインストラクションの応答インストラクションを前記端末から受け取ることを特徴と
する請求項１０２に記載の端末用の充電方法。
【請求項１０９】
　前記電源アダプタは、前記第一のインストラクションを前記端末に送る前に、普通充電
モードで前記端末を充電し、前記普通充電モードの充電時間が所定閾値より長いと確認さ
れた後、前記第一のインストラクションを前記端末に送ることを特徴とする請求項１０８
に記載の端末用の充電方法。
【請求項１１０】
　前記スイッチユニットを制御することで、前記電源アダプタが充電電流を前記急速充電
モードに対応する充電電流に調整することを制御し、前記電源アダプタが前記急速充電モ
ードに対応する充電電流で前記端末を充電する前に、前記第一の充電インターフェースを
介して前記端末と双方向通信を行うことによって、前記急速充電モードに対応する充電電
圧が決められ、前記電源アダプタが充電電圧を前記急速充電モードに対応する充電電圧に
調整することを制御することを特徴とする請求項１０８に記載の端末用の充電方法。
【請求項１１１】
　前記第一の充電インターフェースを介して前記端末と双方向通信を行うことによって、
前記急速充電モードに対応する充電電圧を決めることは、前記電源アダプタは、自らの現
在出力電圧が前記急速充電モードの充電電圧とされることが適切かどうかを尋ねるための
第二のインストラクションを前記端末に送ること、前記端末から送られた、前記電源アダ
プタの現在出力電圧が適切、やや高い又はやや低いであることを示す第二のインストラク
ションの応答インストラクションを受け取ること、及び、前記第二のインストラクション
の応答インストラクションに基づいて、前記急速充電モードの充電電圧を決めることを含
むことを特徴とする請求項１１０に記載の端末用の充電方法。
【請求項１１２】
　前記電源アダプタは、充電電流を前記急速充電モードに対応する充電電流に調整する前
に、前記第一の充電インターフェースを介して前記端末と双方向通信を行うことによって
、前記急速充電モードに対応する充電電流を決めることを特徴とする請求項１１０に記載
の端末用の充電方法。
【請求項１１３】
　前記第一の充電インターフェースを介して前記端末と双方向通信を行うことによって、
前記急速充電モードに対応する充電電流を決めることは、前記端末が現在サポートする最
大の充電電流を尋ねるための第三のインストラクションを前記端末に送ること、前記端末
により送られた、前記端末が現在サポートする最大の充電電流を示すための前記第三のイ
ンストラクションの応答インストラクションを受け取ること、及び、前記第三のインスト
ラクションの応答インストラクションに基づいて、前記急速充電モードの充電電流を決め
ることを含むことを特徴とする請求項１１２に記載の端末用の充電方法。
【請求項１１４】
　前記急速充電モードで、前記電源アダプタによる前記端末を充電するプロセスにおいて
、前記第一の充電インターフェースを介して前記端末と双方向通信を行うことによって、
前記スイッチユニットを制御することで前記電源アダプタから電池へ出力する充電電流を
調整し続けることを特徴とする請求項１０８に記載の端末用の充電方法。
【請求項１１５】
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　前記第一の充電インターフェースを介して前記端末と双方向通信を行うことによって、
前記スイッチユニットを制御することで前記電源アダプタから電池へ出力する充電電流を
調整し続けることは、前記端末内の電池の現在電圧を尋ねるための第四のインストラクシ
ョンを前記端末に送ること、前記端末から送られた、前記端末内の電池の現在電圧を示す
ための第四のインストラクションの応答インストラクションを受け取ること、及び、前記
電池の現在電圧に基づいて、前記スイッチユニットを制御することで前記充電電流を調整
することを含むことを特徴とする請求項１１４に記載の端末用の充電方法。
【請求項１１６】
　前記電池の現在電圧に基づいて、前記スイッチユニットを制御することで前記充電電流
を調整することは、前記電池の現在電圧及び所定の電池電圧値と充電電流値の対応関係に
基づいて、前記スイッチユニットを制御することで前記電源アダプタにより電池に出力さ
れる充電電流を前記電池の現在電圧に対応する充電電流値に調整することを含むことを特
徴とする請求項１１５に記載の端末用の充電方法。
【請求項１１７】
　前記急速充電モードで、前記電源アダプタによる前記端末を充電するプロセスにおいて
、前記第一の充電インターフェースを介して前記端末と双方向通信を行うことによって、
前記第一の充電インターフェースと前記第二の充電インターフェースによる接触不良が存
在するかどうかを確認し、接触不良が存在すると確認された場合、前記電源アダプタが前
記急速充電モードを終了することを制御することを特徴とする請求項１１４に記載の端末
用の充電方法。
【請求項１１８】
　前記第一の充電インターフェースと前記第二の充電インターフェースによる接触不良が
存在するかどうかが確認される前に、前記電源アダプタは、前記端末の通路インピーダン
スを示す情報を前記端末から受け取り、前記端末内の電池の電圧を尋ねるための第四のイ
ンストラクションを前記端末に送り、前記端末から送られた、前記端末内の電池の電圧を
示す第四のインストラクションの応答インストラクションを受け取り、前記電源アダプタ
の出力電圧及び前記電池の電圧に基づいて、前記電源アダプタから前記電池までの通路イ
ンピーダンスを決め、前記電源アダプタから前記電池までの通路インピーダンス、前記端
末の通路インピーダンス及び前記電源アダプタと前記端末との間の充電回路の通路インピ
ーダンスに基づいて、前記第一の充電インターフェースと前記第二の充電インターフェー
スによる接触不良が存在するかどうかを確認することを特徴とする請求項１１７に記載の
端末用の充電方法。
【請求項１１９】
　前記電源アダプタが前記急速充電モードを終了することを制御する前に、前記第一の充
電インターフェースと前記第二の充電インターフェースによる接触不良が存在することを
示す第五のインストラクションを前記端末に送ることを特徴とする請求項１１７に記載の
端末用の充電方法。
【請求項１２０】
　前記端末は、普通充電モード及び急速充電モードをサポートし、前記第二の充電インタ
ーフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信を行うことによって、前記電源アダプ
タが前記急速充電モードで前記端末を充電することを決め、前記急速充電モードの充電電
流が前記普通充電モードの充電電流より大きく、前記電源アダプタは、前記急速充電モー
ドに対応する充電電流で出力し、前記端末内の電池を充電することを特徴とする請求項９
６に記載の端末用の充電方法。
【請求項１２１】
　前記端末は、前記第二の充電インターフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信
を行うことによって、前記電源アダプタが前記急速充電モードで前記端末を充電すること
を決めることは、前記電源アダプタから送られた、前記端末が前記急速充電モードをオン
にするかどうかを尋ねるための第一のインストラクションを受け取ること、及び、前記端
末が前記急速充電モードをオンにすることを同意することを示すための第一のインストラ
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クションの応答インストラクションを前記電源アダプタに送ることを特徴とする請求項１
２０に記載の端末用の充電方法。
【請求項１２２】
　前記端末は、前記電源アダプタから送られた第一のインストラクションを受け取る前に
、前記普通充電モードで、前記電源アダプタにより前記端末を充電し、前記電源アダプタ
は、前記普通充電モードでの充電時間が所定閾値より大きいと確認した後、前記端末は、
前記電源アダプタから送られた前記第一のインストラクションを受け取ることを特徴とす
る請求項１２１に記載の端末用の充電方法。
【請求項１２３】
　前記電源アダプタは、前記急速充電モードに対応する充電電流で出力することによって
、前記端末内の電池を充電する前に、前記端末は、前記第二の充電インターフェースを介
して前記電源アダプタと双方向通信を行うことによって、前記電源アダプタは、前記急速
充電モードに対応する充電電圧を決めることを特徴とする請求項１２１に記載の端末用の
充電方法。
【請求項１２４】
　前記端末は、前記第二の充電インターフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信
を行うことによって、前記電源アダプタが前記急速充電モードに対応する充電電圧を決め
ることは、前記電源アダプタから送られた、前記電源アダプタの現在出力電圧が前記急速
充電モードの充電電圧とされることが適切かどうかを尋ねるための第二のインストラクシ
ョンを受け取ること、及び、前記端末は、前記電源アダプタの現在出力電圧が適切、やや
高い又はやや低いであることを示すための第二のインストラクションの応答インストラク
ションを前記電源アダプタに送ることを含むことを特徴とする請求項１２３に記載の端末
用の充電方法。
【請求項１２５】
　前記端末は、前記電源アダプタから前記急速充電モードに対応する充電電流を受け取り
、前記端末内の電池を充電する前に、前記第二の充電インターフェースを介して前記電源
アダプタと双方向通信を行うことによって、前記電源アダプタが前記急速充電モードに対
応する充電電流を決めることを特徴とする請求項１２３に記載の端末用の充電方法。
【請求項１２６】
　前記端末は、前記第二の充電インターフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信
を行うことによって、前記電源アダプタが前記急速充電モードに対応する充電電流を決め
ることは、前記電源アダプタから送られた、前記端末が現在サポートする最大の充電電流
を尋ねるための第三のインストラクションを受け取ること、及び、前記端末が現在サポー
トする最大の充電電流を示すための前記第三のインストラクションの応答インストラクシ
ョンを前記電源アダプタに送ることによって、前記電源アダプタは、前記最大の充電電流
に基づいて、前記急速充電モードに対応する充電電流を決めることを含むことを特徴とす
る請求項１２５に記載の端末用の充電方法。
【請求項１２７】
　前記急速充電モードで、前記電源アダプタによる前記端末を充電するプロセスにおいて
、前記端末は、前記第二の充電インターフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信
を行うことによって、前記電源アダプタは、自らから電池に出力する充電電流を調整し続
けることを特徴とする請求項１２１に記載の端末用の充電方法。
【請求項１２８】
　前記端末は、前記第二の充電インターフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信
を行うことによって、前記電源アダプタが自らから電池に出力する充電電流を調整し続け
ることは、前記電源アダプタから送られた、前記端末内の電池の現在電圧を尋ねるための
第四のインストラクションを受け取ること、及び、前記端末内の電池の現在電圧を示し、
前記電池の現在電圧に基づいて、前記電源アダプタから電池に出力する充電電流を調整し
続ける第四のインストラクションの応答インストラクションを前記アダプタに送ることを
含むことを特徴とする請求項１２７に記載の端末用の充電方法。
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【請求項１２９】
　前記急速充電モードで、前記電源アダプタによる前記端末を充電するプロセスにおいて
、前記端末は、前記第二の充電インターフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信
を行うことによって、前記電源アダプタは、前記第一の充電インターフェースと前記第二
の充電インターフェースによる接触不良が存在するかどうかを確認することを特徴とする
請求項１２３に記載の端末用の充電方法。
【請求項１３０】
　前記端末は、前記第二の充電インターフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信
を行うことによって、前記電源アダプタが前記第一の充電インターフェースと前記第二の
充電インターフェースによる接触不良が存在するかどうかを確認することは、前記電源ア
ダプタから送られた、前記端末内の電池の現在電圧を尋ねるための第四のインストラクシ
ョンを受け取ること、及び、前記端末は、前記端末内の電池の現在電圧を示す第四のイン
ストラクションを前記電源アダプタに送ることによって、前記電源アダプタは、前記電源
アダプタの出力電圧及び前記電池の現在電圧に基づいて、前記第一の充電インターフェー
スと前記第二の充電インターフェースによる接触不良が存在するかどうかを確認すること
を含むことを特徴とする請求項１２９に記載の端末用の充電方法。
【請求項１３１】
　前記端末は、前記電源アダプタから送られた、前記第一の充電インターフェースと前記
第二の充電インターフェースによる接触不良を示すための第五のインストラクションを受
け取ることを特徴とする請求項１２９に記載の端末用の充電方法。
【請求項１３２】
　前記第一の充電インターフェースの温度を取得し、前記第一の充電インターフェースの
温度が所定保護温度より高い場合、前記スイッチユニットをオンにすることを制御するこ
とを更に含むことを特徴とする請求項１０４に記載の端末用の充電方法。
【請求項１３３】
　前記端末は、前記第二の充電インターフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信
を行うことによって、前記電圧サンプル値を取得し、前記電圧サンプル値が第二の所定電
圧値より大きい場合、前記電池への充電を停止することを制御することを特徴とする請求
項９６に記載の端末用の充電方法。
【請求項１３４】
　前記端末は、前記第二の充電インターフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信
を行うことによって、前記電流サンプル値を取得し、前記電流サンプル値が所定電流値よ
り大きい場合、前記電池への充電を停止することを制御することを特徴とする請求項９６
に記載の端末用の充電方法。
【請求項１３５】
　前記端末は、前記第二の充電インターフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信
を行うことによって、前記第一の充電インターフェースの温度を取得し、前記第一の充電
インターフェースの温度が所定保護温度より高い場合、前記電池への充電を停止すること
を制御することを特徴とする請求項９６に記載の端末用の充電方法。
【請求項１３６】
　前記端末は、前記電池の温度を取得し、前記電池の温度が所定高温保護閾値より高い場
合、前記電池への充電を停止することを制御することを特徴とする請求項９６に記載の端
末用の充電方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末装置技術分野に関し、特に、端末用の充電システム、端末用の充電方法
及び電源アダプタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　現在、移動端末（例えば、スマートフォン）は、益々消費者に人気があるが、消費電力
が多いという理由で、常に充電する必要がある。
【０００３】
　通常、移動端末は、電源アダプタにより充電する。電源アダプタは、一般的に初期整流
回路、初期フィルタ回路、トランス、次段整流回路、次段フィルタ回路及び制御回路等を
備え、入力された２２０Vの交流を、移動端末に必要とする安定した低圧直流（例えば、
５V）に変換して移動端末の電源管理装置及び電池に提供することで、移動端末への充電
を実現する。
【０００４】
　しかしながら、電源アダプタのパワーは、５Wから１０W、１５W、２５W等へと大きく上
昇することに伴い、ハイパワーに耐え、高精度で制御することが可能な電子部品が数多く
必要とされている。よって、電源アダプタの体積が増大し、アダプタの生産コスト及び生
産の困難性も増えてしまう。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の実施例は、アダプタの体積を低減することが可能な端末用の充電システム、電
源アダプタ及び充電方法を提供する。
【０００６】
　本願は、発明者が次の問題を認識したり研究したりすることにより得られたものである
。
　発明者は、研究で次のことが分かった：電源アダプタのパワーが大きくなると、電源ア
ダプタにより移動端末の電池を充電する際、電池の極性化の抵抗が大きくなりやすいので
、電池の温度上昇が比較的顕著であり、電池の使用寿命が短くなり、電池の信頼性及び安
全性に影響を与えてしまう。
【０００７】
　通常、交流電源により電力が供給される場合、多くの装置は、直接に交流を使って動作
することができない。その原因としては、例えば、５０Hzの２２０Vの市電力のような交
流で電力が供給される場合、電力エネルギーを断続的に供給するが、連続供給したいなら
ば、電解コンデンサーでエネルギーを蓄積する必要があり、給電が波の谷にあるとき、電
解コンデンサーによるエネルギー蓄積に頼って安定した電力エネルギーの供給を維持しな
ければならない。従って、交流電源は、電源アダプタにより移動端末を充電する場合、通
常、供給された２２０Vのような交流を安定した直流に変換した後、移動端末に供給され
る。また、電源アダプタは、移動端末の電池を充電することで、移動端末を間接に充電す
るので、電池により連続給電することを保障することができる。このような電源アダプタ
では、電池を充電する時に安定した直流を連続出力する必要がない。
【０００８】
　従って、本発明の１つの目的は、電源アダプタの小型化、低コストを実現することが可
能な端末用の充電システムを提供する。
【０００９】
　本発明の２つの目的は、電源アダプタを提供し、本発明の３つの目的は、端末用の充電
方法を提供する。
【００１０】
　上述した目的の少なくとも１つを実現するために、本発明の第一の局面の実施例は、充
電プロセスにおいて、入力された交流を整流することによって、第一のパルス波形の電圧
を出力する第一の整流ユニットと、前記第一の整流ユニットにより出力された前記第一の
パルス波形の電圧を受け取って次段にカップリングすることによって、前記電源アダプタ
の出力電圧を生成するスイッチユニット及びトランスとを有する電源アダプタと、前記電
源アダプタの出力電圧を受け取って前記端末内の電池を充電する端末とを備える端末用の
充電システムを提供する。
【００１１】
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　本発明の実施例において、電源アダプタには、初段の整流用の液体アルミニウム電解コ
ンデンサーを設置せず、整流後に生成された第一のパルス波形の電圧を直接にスイッチユ
ニット及びトランスに注入するので、アダプタの体積を減らすことができる。また、初段
の液体アルミニウム電解コンデンサー
は、使用寿命が比較的短く、破裂しやすいので、設置しないことにより、アダプタの使用
寿命及び安全性を大幅に高めることができる。
【００１２】
　上述した目的の少なくとも１つを実現するために、本発明の第二の局面の実施例は、充
電プロセスにおいて、入力された交流を整流することによって、第一のパルス波形の電圧
を出力する第一の整流ユニットと、前記第一の整流ユニットにより出力された前記第一の
パルス波形の電圧を受け取って次段にカップリングすることによって、前記電源アダプタ
の出力電圧を生成するスイッチユニット及びトランスとを備える電源アダプタを提供する
。
【００１３】
　本発明の実施例において、電源アダプタには、初段の整流用の液体アルミニウム電解コ
ンデンサーを設置せず、整流後に生成された第一のパルス波形の電圧を直接にスイッチユ
ニット及びトランスに注入するので、アダプタの体積を減らすことができる。また、初段
の液体アルミニウム電解コンデンサー
は、使用寿命が比較的短く、破裂しやすいので、設置しないことにより、アダプタの使用
寿命及び安全性を大幅に高めることができる。
【００１４】
　上述した目的の少なくとも１つを実現するために、本発明の第三の局面の実施例は、充
電プロセスにおいて、入力された交流を整流して第一のパルス波形の電圧を出力するステ
ップと、前記第一の整流ユニットにより出力された前記第一のパルス波形の電圧を受け取
って次段にカップリングすることによって、前記電源アダプタの出力電圧を生成するステ
ップとを備える端末用の充電方法を提供する。
【００１５】
　本発明の実施例において、電源アダプタには、初段の整流用の液体アルミニウム電解コ
ンデンサーを設置せず、整流後に生成された第一のパルス波形の電圧を直接にスイッチユ
ニット及びトランスに注入するので、アダプタの体積を減らすことができる。また、初段
の液体アルミニウム電解コンデンサー
は、使用寿命が比較的短く、破裂しやすいので、設置しないことにより、アダプタの使用
寿命及び安全性を大幅に高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の１つの実施例による端末用の充電システムに対してフライ
バック式スイッチ電源を用いる際のブロック模式図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本発明の１つの実施例による端末用の充電システムに対して前進式
スイッチ電源を用いる際のブロック模式図である。
【図１Ｃ】図１Ｃは、本発明の１つの実施例による端末用の充電システムに対してプッシ
ュプル式スイッチ電源を用いる際のブロック模式図である。
【図１Ｄ】図１Ｄは、本発明の１つの実施例による端末用の充電システムに対してセミブ
リッジ式スイッチ電源を用いる際のブロック模式図である。
【図１Ｅ】図１Ｅは、本発明の１つの実施例による端末用の充電システムに対してフルブ
リッジ式スイッチ電源を用いる際のブロック模式図である。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明の実施例による端末用の充電システムのブロック模式図であ
る。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本発明の実施例による端末用の充電システムのブロック模式図であ
る。
【図３】図３は、本発明の実施例において、電源アダプタにより電池へ出力される充電電
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圧の波形模式図である。
【図４】図４は、本発明の実施例において、電源アダプタにより電池へ出力される充電電
流の波形模式図である。
【図５】図５は、本発明の実施例によるスイッチユニットへ出力する制御信号の模式図で
ある。
【図６】図６は、本発明の実施例において急速充電プロセスの模式図である。
【図７Ａ】図７Ａは、本発明の実施例による端末用の充電システムのブロック模式図であ
る。
【図７Ｂ】図７Ｂは、本発明の実施例によるLCフィルタ回路付きの電源アダプタのブロッ
ク模式図である。
【図８】図８は、本発明のもう１つの実施例による端末用の充電システムのブロック模式
図である。
【図９】図９は、本発明の他のもう１つの実施例による端末用の充電システムのブロック
模式図である。
【図１０】図１０は、本発明の他のもう１つの実施例による端末用の充電システムのブロ
ック模式図である。
【図１１】図１１は、本発明の１つの実施例のサンプリングユニットのブロック模式図で
ある。
【図１２】図１２は、本発明のもう１つの実施例による端末用の充電システムのブロック
模式図である。
【図１３】図１３は、本発明の１つの実施例による端末のブロック模式図である。
【図１４】図１４は、本発明のもう１つの実施例による端末のブロック模式図である。
【図１５】図１５は、本発明の実施例による端末用の充電方法の流れ図である。
【図１６】図１６Ａ及び図１６Ｂは、本発明の実施例によるパルス波形の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図面を参照しながら、本発明の実施例を詳しく説明する。なお、同じ又は類似する符号
は、同じ又は類似する素子や同じ又は類似する機能を有する素子を示す。以下、図面を参
照しながら説明した実施例は、例示するものであり、本発明を解釈するために用いられ、
本発明を制限しないと理解されない。
【００１８】
　本発明の実施例による端末用の充電システム、充電方法及び電源アダプタを説明する前
に、関連技術において、端末である被充電装置を充電するための電源アダプタを説明し、
後述では、「関連アダプタ」と記載される。
【００１９】
　関連アダプタは、定電圧モードで動作し、出力電圧が５V、９V、１２V又は２０Vとほぼ
一定である。
【００２０】
　関連アダプタにより出力された電圧は、電池の両端に直接に印加されるのではなく、被
充電装置（例えば、端末）内の変換回路により変換することで、被充電装置（例えば、端
末）内の電池の望ましい充電電圧及び／又は充電電流を取得する。前記充電電流は、直流
であっても良い。
【００２１】
　変換回路は、関連アダプタにより出力された電圧を変換することで、電池の望ましい充
電電圧及び／又は充電電流の要求を満たす。
【００２２】
　一例としては、当該変換回路は、端末内の充電ICのような充電管理モジュールを指して
もよく、電池充電プロセスにおいて、電池の充電電圧及び／又は充電電流を管理する。当
該変換回路は、電圧フィードバックモジュールの機能及び／又は電流フィードバックモジ
ュールの機能を有するので、電池の充電電圧及び／又は充電電流を管理することができる
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。
【００２３】
　例えば、電池充電プロセスは、トリクル充電段階、定電流充電段階及び定電圧充電段階
のうちの少なくとも１つを含んでも良い。トリクル充電段階において、変換回路は、電流
フィードバックループによりトリクル充電段階で電池に入った電流を、電池の望ましい充
電電流に変換する（例えば、第一の充電電流）。定電流充電段階において、変換回路は、
電流フィードバックループにより定電流充電段階で電池に入った電流が電池の望ましい充
電電流に変換する（例えば、第二の充電電流、当該第二の充電電流が第一の充電電流より
大きくても良い）。定電圧充電段階において、変換回路は、電流フィードバックループに
より定電圧充電段階で電池の両端に印加される電圧が電池の望ましい充電電圧を満たす。
【００２４】
　例えば、関連アダプタにより出力された電圧が電池の望ましい充電電圧より大きい場合
、変換回路は、関連アダプタにより出力された電圧に対して降圧変換を行うことで、降圧
後の充電電圧が電池の望ましい充電電圧になる。また、関連アダプタにより出力された電
圧が電池の望ましい充電電圧より小さい場合、変換回路は、関連アダプタにより出力され
た電圧に対して昇圧変換を行うことで、昇圧後の充電電圧が電池の望ましい充電電圧にな
る。
【００２５】
　関連アダプタは、５Vの定電圧を出力する場合、電池が単セル（リチウム電池セルを例
として、単セルの充電終止電圧が４．２Vである）を含むとき、変換回路（例えば、Buck
降圧回路）は、関連アダプタにより出力された電圧に対して降圧変換を行うことで、降圧
後の充電電圧が電池の望ましい充電電圧になる。
【００２６】
　関連アダプタは、５Vの定電圧を出力する場合、関連アダプタにより、２つ又は２つ以
上の単セルが直列接続されている電池（リチウム電池セルを例とし、単セルの充電終止電
圧が４．２Vである）に充電されるとき、変換回路（例えば、Boost昇圧回路）は、関連ア
ダプタにより出力された電圧に対して昇圧変換を行うことで、昇圧後の充電電圧が電池の
望ましい充電電圧になる。
【００２７】
　変換回路は、回路変換効率低下の原因で、変換されていない部分の電気エネルギーが熱
量の形でなくなり、当該部分の熱量が被充電装置（例えば、端末）の内部に集中するが、
被充電装置（例えば、端末）の設計スペース及び放熱スペースは、何れもとても小さい（
例えば、ユーザが用いる移動端末は、物理的なサイズが益々軽くて薄くなり、移動端末の
機能を高めるために、移動端末内に大量の電子部品が隙間もないほど並べられている）の
で、変換回路の設計の困難性を増加したと同時に、被充電装置（例えば、端末）内に集中
する熱量が速やかに放熱しにくくなり、被充電装置（例えば、端末）に異常が生じる恐れ
がある。
【００２８】
　例えば、変換回路に集中する熱量は、変換回路の近くにある電子部品に熱干渉をもたら
す可能性があるので、電子部品の異常動作を引き起こす可能性があり、及び／又は、例え
ば、変換回路に集中する熱量は、変換回路及びその近くにある電子部品の使用寿命を短縮
する可能性があり、及び／又は、例えば、変換回路に集中する熱量は、電池に熱干渉をも
たらし、ひいては電池の異常充放電を引き起こす可能性があり、及び／又は、例えば、変
換回路に集中する熱量は、被充電装置（例えば、端末）の温度を上昇させ、ユーザが充電
する際の使用体験に影響を与える可能性があり、及び／又は、例えば、変換回路に集中す
る熱量は、変換回路自身の短絡を招く可能性があるので、関連アダプタにより出力された
電圧が直接に電池の両端に印加されることで異常充電を引き起こし、電池が長時間に亘っ
て過電圧で充電する状態になると、爆発する可能性があり、安全上の問題がある。
【００２９】
　本発明の実施例による電源アダプタは、少なくとも電池の現在の電気量情報及び／又は
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電圧情報を含む電池の状態情報を取得し、取得した電池の状態情報に基づいて電源アダプ
タ自身の出力電圧を調整することで、電池の望ましい充電電圧及び／又は充電電流の要求
を満たす。電源アダプタにより調整された電圧が電池の両端に直接に印加されることで、
電池を充電する（以下、「直接に充電する」と言う）。幾つかの実施例において、当該電
源アダプタの出力は、パルス波形の電圧であっても良い。
【００３０】
　前記電源アダプタは、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で、電池の充電電圧及び／又は充電電流を管理することがで
きる。
【００３１】
　前記電源アダプタは、取得した電池の状態情報に基づいて自身の出力電圧を調整するこ
とは、電池の状態情報をリアルタイムで取得し、毎回取得した電池のリアルタイム状態情
報に基づいて、自身の出力電圧を調整し、電池の望ましい充電電圧及び／又は充電電流の
要求を満たすことを意味する。
【００３２】
　前記電源アダプタがリアルタイムで取得した電池の状態情報に基づいて、自身の出力電
圧を調整することは、充電プロセスにおける電池の充電電圧の継続的な上昇に伴って、電
源アダプタが充電プロセスで異なる時点の電池の現在状態情報を取得し、電池の現在状態
情報に基づいて自身の出力電圧をリアルタイムで調整することで、電池に好ましい充電電
圧及び／又は充電電流の要求を満たすことを意味する。電源アダプタにより調整された出
力電圧が電池の両端に直接に印加されて電池を充電することができる。
【００３３】
　　例えば、電池の充電プロセスは、トリクル充電段階、定電流充電段階及び定電圧充電
段階のうちの少なくとも１つを含んでも良い。トリクル充電段階において、電源アダプタ
は、第一の充電電流を出力して電池を充電することで、電池の望ましい充電電流の要求を
満たすようにすることができる（幾つかの実施例において、第一の充電電流は、パルス波
形の電流であっても良い）。定電流充電段階において、電源アダプタは、電流フィードバ
ックループにより、定電流充電段階で電源アダプタから出力され且つ電池に入った電流が
電池の望ましい充電電流の要求を満たすようにすることができる（例えば、第二の充電電
流は、同じくパルス波形の電流であっても良く、第一の充電電流より大きくても良く、定
電流充電段階のパルス波形の電流ピーク値がトリクル充電段階のパルス波形の電流ピーク
値より大きいが、定電流充電段階の定電流とは、パルス波形の電流ピーク値又は平均値が
ほぼ変わらないことを意味する）。定電圧充電段階において、電源アダプタは、電圧フィ
ードバックループを利用して、定電圧充電段階で電源アダプタから被充電装置（例えば、
端末）に出力された電圧（即ち、パルス波形の電圧）を一定の値に保たせる。
【００３４】
　本発明の実施例に記載の電源アダプタは、被充電装置（例えば、端末)内の電池の定電
流充電段階に主に用いられる。他の実施例においても、被充電装置（例えば、端末）内の
電池のトリクル充電段階、定電圧充電段階の制御機能は、本発明の実施例に記載の電源ア
ダプタが被充電装置（例えば、端末）内の特別の充電チップと協力して完成する。電池は
、定電流充電段階に比べ、トリクル充電段階及び定電圧充電段階での充電パワーが比較的
小さく、被充電装置（例えば、端末）内部の充電チップの変換効率損失及び熱量の蓄積が
許せる範囲にある。なお、本発明の実施例に記載の定電流充電段階及び定電流段階は、電
源アダプタの出力電流を制御する充電モードを意味し、電源アダプタの出力電流が全然変
わらないのではなく、例えば、一般的には、電源アダプタにより出力されたパルス波形の
電流ピーク値又は平均値がほぼ変わらず、又は、ある時間帯においてほぼ変わらなくても
良い。例えば、実際的には、通常、電源アダプタは、定電流充電段階において部分的に定
電流で充電する方法が用いられる。
【００３５】
　多段階式定電流充電（Multi-stage　constant current charging）は、N個（Nは、２以



(23) JP 2019-97386 A 2019.6.20

10

20

30

40

50

上の整数である）の定電流段階を有し、所定充電電流で初段階の充電を始め、N個の定電
流段階の初段階から（N-1）段階まで順に行われ、前の定電流段階から次の定電流段階に
入ると、パルス波形の電流ピーク値又は平均値が小さくなり、電池の電圧が充電停止の電
圧閾値になったとき、次の定電流段階に入る。隣り合う２つの定電流段階の電流変換プロ
セスが段々と変化しても良く、段階式のスキップ変化であっても良い。
【００３６】
　また、本発明の実施例における「端末」は、有線線路（公衆電話交換網（PSTN）、デジ
タル加入者線（DSL）、デジタルケーブル、直接ケーブル接続及び／又はもう１つのデー
タ接続／インターネット）により接続される及び／又は無線インターフェース（例えば、
ハニカムネットワーク、無線LAN（WLAN）、DVB－Hネットワークのようなデジタルテレビ
ネットワーク、衛星ネットワーク、AM－FMラジオ送信機及び／又はもう１つの通信端末の
）により通信信号を受信／送信する装置を含んでもよい。無線インターフェースにより通
信を行う端末は、「無線通信端末」、「無線端末」及び／又は「移動端末」として言われ
ても良い。移動端末の例は、衛星又はハニカム電話を含むが、これらに限らず、ハニカム
無線電話とデータ処理、ファックス及びデータ通信能力のパーソナル通信システム（PCS
）端末を組み込んでも良く、無線電話、ポケットベル、インターネット／イントラネット
アクセス、Webブラウザ、手帳、カレンダ及び／又はGPS受信機のPDA及び良く見られる膝
上式及び／又は手上式受信機又は無線電話受信機を含む他の電子機器を含んでも良い。
【００３７】
　また、本発明の実施例において、電源アダプタにより出力されたパルス波形の電圧が端
末の電池に直接に印加されて電池を充電する際、充電電流は、半周期正弦波のパルス波形
を示し、断続的に電池に充電され、その周期が入力した交流に伴って変化し、即ち、交流
パワーラインの周波数に伴って変化し、例えば、その周期に対応する周波数がパワーライ
ンの整数倍又は逆数倍である。また、充電電流は、断続的に電池に充電される際、対応す
る電流波形は、パワーラインと同期する１つ又は１組のパルスにより形成される。
【００３８】
　本発明の実施例における電池を充電するプロセスにおいては（例えば、トリクル充電段
階、定電流充電段階及び定電圧充電段階のうちの少なくとも１つ）、電源アダプタにより
出力されたパルスの直流（方向が変化せず、幅が時間の経過に伴って変化する）、交流（
方向も幅も時間の経過に伴って変化する）又は直流（即ち、一定の直流であり、方向も幅
も時間の経過に伴って変化しない）を受け取ることができる。
【００３９】
　関連アダプタの初段は、次のデメリットを有する複数の液体アルミニウム電解コンデン
サーを含む：第一、体積が比較的大きいので、アダプタの体積が比較的大きい。第二、通
常の形状が円柱であり、回路ボードに占める円柱の面積が大きいので、アダプタ内部の回
路ボード全体の配線が困難になる。第三、使用寿命があるので、アダプタの使用寿命もあ
る。第四、爆発の可能性があり、爆発すると、導電体である電解液が出るので、アダプタ
には、安全上の問題がある。
【００４０】
　上述した問題の少なくとも１つを解決するために、図２Ａに示すように、本発明の実施
例は、電源アダプタ１及び端末２を含む端末用の充電システムを提供する。
【００４１】
　電源アダプタ１は、第一の整流ユニット１０１と、スイッチユニット１０２と、トラン
ス１０３とを備える。
【００４２】
　第一の整流ユニット１０１は、充電プロセスにおいて、入力された交流を整流して第一
のパルス波形の電圧を出力する。
【００４３】
　スイッチユニット１０２及びトランス１０３は、第一の整流ユニットにより出力された
第一のパルス波形の電圧を受け取って次段にカップリングすることによって、電源アダプ
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タ１の出力電圧を生成する。
【００４４】
　端末２は、電源アダプタの出力電圧を受け取り、受け取った電源アダプタの出力電圧に
基づいて端末内の電池２０２を充電する。
【００４５】
　本発明の実施例において、電源アダプタには、初段の整流用の液体アルミニウム電解コ
ンデンサーを設置せず、整流後に生成された第一のパルス波形の電圧を直接にスイッチユ
ニット及びトランスに注入するので、アダプタの体積を減らすことができる。また、初段
の液体アルミニウム電解コンデンサー
は、使用寿命が比較的短く、破裂しやすいので、設置しないことで、アダプタの使用寿命
及び安全性を大幅に高めることができる。
【００４６】
　上述した内容における「スイッチユニット１０２及びトランス１０３は、第一のパルス
波形の電圧を受け取って次段にカップリングすることによって、電源アダプタ１の出力電
圧を生成する」は、電源アダプタ１の出力電圧を生成するためであり、カップリングされ
た後に得られた電圧が電源アダプタ１の出力電圧ではない。一般的には、初段の電圧が次
段にカップリングされた後には、次段の処理を行って電源アダプタ１の出力電圧を生成す
る必要がある。本発明の実施例においては、次段にカップリングされた電圧の処理方法を
具体的に制限しておらず、例えば、次段にカップリングされた電圧を整流して電源アダプ
タ１の出力電圧を取得し、又は、次段にカップリングされた電圧を整流して濾過して電源
アダプタ１の出力電圧を取得する。
【００４７】
　スイッチユニット１０２は、主に不連続波に用いられ、トランス１０３は、主に初段の
エネルギーを次段にカップリングするために用いられる。よって、スイッチユニット１０
２及びトランス１０３は、不連続波及びエネルギーカップリングユニットと総称され、又
は、エネルギー伝達ユニットと総称される。具体的には、スイッチユニット１０２は、制
御信号に基づいて第一のパルス波形の電圧を変調し、トランス１０３は、変調後の第一の
パルス波形の電圧に基づいて第二のパルス波形の電圧を出力する。
【００４８】
　本発明の実施例に記載の１つ又は複数のパルス波形の電圧は、プラスのパルス波形（例
えば、第一のパルス波形）であっても良く、プラスとマイナスが交替するパルス波形（例
えば、第二のパルス波形）であっても良い。また、具体的には、本発明の実施例における
１つ又は複数のパルス波形は、マクロー又は全体から見ると、パルス波形であるが、ミク
ローから見ると、パルス波形は、連続変化しても良く、不連続変化しても良い。例えば、
第二のパルス波形の電圧及び第三のパルス波形の電圧は、スイッチユニット１０２により
不連続波の処理が行われた後に得られた電圧であり、次段の濾過処理をしなければ、ミク
ロ―から見ると、沢山の小さい不連続するパルスからなっているが、全体から見ると、当
該電圧の波形は、パルス波形に違いない。よって、本発明の実施例は、全体又はマクロ―
から見たこのようなパルス波形もパルス波形と呼ばれる。つまり、本発明の実施例に記載
の１つ又は複数のパルス波形の電圧は、電圧の包絡がパルス波形であることを指しても良
い。また、本発明の実施例に記載の１つ又は複数のパルス波形は、完全なパルス波形であ
っても良く、デグリッチャがされた後のパルス波形であっても良い。例えば、第三のパル
ス波形の電圧のピーク値は、図１６Aに示すような完全なパルス波形であっても良く、図
１６Bに示すようなデグリッチャが行われた後のパルス波形であっても良い。また、充電
プロセスにおいて、電池両端の電圧は、パルス波形の電圧に対するクランプ作用を有し、
本発明の実施例における１つ又は複数のパルス波形は、クランプされた後に形成したパル
ス波形を意味する（図３は、具体的な波形を示す）。
【００４９】
　電源アダプタ１の次段は、第二の整流ユニット（図２Ｂにおける第二の整流ユニット１
０４）を含んでも良い。幾つかの実施例においては、第二の整流ユニットにより出力され
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た電流が直接に電源アダプタ１の出力電流として出力されても良い。他の幾つかの実施例
においては、第二の整流ユニットにより出力された電流波形又は電流波形の包絡に対して
様々な波形変換を行い、波形変換された後に得られた電流は、電源アダプタ１の出力電流
とされる。例えば、第二の整流ユニットにより出力された電圧波形／電流波形が方形波、
三角波等の波形に変換された後に、方形波の電流又は三角波の電流を出力する。電流波形
の変化方式は、沢山であっても良く、例えば、第二の整流ユニットの後ろにスイッチ、コ
ンデンサー等の部材を設置することで、第二の整流ユニットにより出力された電流波形の
形状を変える。
【００５０】
　同じく、第二の整流ユニットにより出力された電圧は、直接に電源アダプタ１の出力電
圧としても良く、第二の整流ユニットにより出力された電圧波形又は電圧波形の包絡に対
して様々な変換を行い、波形変換後に得られた電圧を電源アダプタ１の出力電圧としても
良い。後述において、電源アダプタ１が第三のパルス波形の電圧を出力することを例とし
て説明するが、本発明の実施例は、これに限らない。
【００５１】
　以下、図１Ａ～図１４を参照しながら、本発明の実施例による端末用の充電システム、
電源アダプタ及び端末用の充電方法を説明する。
【００５２】
　図１Ａ～図１４に示すように、本発明の実施例による端末用の充電システムは、電源ア
ダプタ１及び端末２を含む。
【００５３】
　図２Ｂに示すように、電源アダプタ１は、第一の整流ユニット１０１と、スイッチユニ
ット１０２と、トランス１０３と、第二の整流ユニット１０４と、第一の充電インターフ
ェース１０５と、サンプリングユニット１０６と、制御ユニット１０７とを備える。第一
の整流ユニット１０１は、入力された交流（例えば、AC２２０Vである）を整流して半周
期正弦波電圧のような第一のパルス波形の電圧を出力し、図１Ａに示すように、４つのダ
イオードからなるフルブリッジ整流回路であっても良い。スイッチユニット１０２は、制
御信号に基づいて第一のパルス波形の電圧を変調し、ＭＯＳトランジスタにより構成され
ても良く、ＭＯＳトランジスタに対してＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｌａ
ｔｉｏｎ）制御を行うことで半周期正弦波の電圧に対して不連続波の変調を行う。トラン
ス１０３は、変調後の前記第一のパルス波形の電圧に基づいて第二のパルス波形の電圧を
出力する。第二の整流ユニット１０４は、前記第二のパルス波形の電圧を整流して第三の
パルス波形の電圧を出力し、ダイオード又はＭＯＳトランジスタからなっても良く、次段
の同期整流をすることで第三のパルス波形と変調後の第一のパルス波形が同期になる。な
お、第三のパルス波形と変調後の第一のパルス波形が同期であるとは、具体的には、両者
の位相が同期であり、両者の幅による変化傾向が一致であることを意味する。第一の充電
インターフェース１０５は、第二の整流ユニット１０４に接続する。サンプリングユニッ
ト１０６は、第二の整流ユニット１０４により出力された電圧及び／又は電流をサンプリ
ングすることで、電圧サンプル値及び／又は電流サンプル値を取得する。制御ユニット１
０７は、サンプリングユニット１０６及びスイッチユニット１０２のそれぞれに接続し、
制御信号をスイッチユニット１０２に出力し、電圧サンプル値及び／又は電流サンプル値
に基づいて制御信号のデューティ比を調整することで、当該第二の整流ユニット１０４に
より出力された第三のパルス波形の電圧が充電の要求を満たす。
【００５４】
　図２Ｂに示すように、端末２は、第二の充電インターフェース２０１と、電池２０２と
を備える。第二の充電インターフェース２０１と電池２０２は、接続し、第二の充電イン
ターフェース２０１は、第一の充電インターフェース１０５に接続されたとき、第三のパ
ルス波形の電圧を電池２０２に印加することで、電池２０２を充電する。
【００５５】
　本発明の１つの実施例において、図１Ａに示すように、電源アダプタ１は、フライバッ
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ク式スイッチ電源を用いても良い。具体的には、トランス１０３は、初段巻線及び次段巻
線を含み、初段巻線の一端が第一の整流ユニット１０１の第一の出力端子に接続し、第一
の整流ユニット１０１の第二の出力端子が接地し、初段巻線の他端がスイッチユニット１
０２に接続し（例えば、当該スイッチユニット１０２は、ＭＯＳトランジスタであれば、
初段巻線の他端がＭＯＳトランジスタのドレインに接続する）、トランス１０３は、変調
後の第一のパルス波形の電圧に基づいて第二のパルス波形の電圧を出力する。
【００５６】
　トランス１０３は、高周波トランスであり、その動作周波数が５０KHｚ～２MHｚであっ
ても良い。高周波トランスは、変調後の第一のパルス波形の電圧を次段にカップリングし
、次段巻線により出力する。本発明の実施例においては、高周波トランスの体積が低周波
トランスの体積より小さいということで、電源アダプタ１の小型化を実現する。
【００５７】
　本発明の１つの実施例では、図１Ｂに示すように、前記電源アダプタ１は、前進式スイ
ッチ電源も用いても良い。具体的には、トランス１０３は、第一巻線と、第二巻線と、第
三巻線とを備え、第一巻線は、同名の端子が逆ダイオードにより第一の整流ユニット１０
１の第二の出力端子に接続され、異名の端子が第二巻線の同名の端子に接続し、その後、
第一の整流ユニット１０１の第一の出力端子に接続し、第二巻線は、異名の端子がスイッ
チユニット１０２に接続し、第三巻線は、第二の整流ユニット１０４に接続する。なお、
逆ダイオードは、逆グリッチ除去の役割を果たし、第一巻線に生じた誘導起電力は、逆ダ
イオードにより逆起電力に対して振幅制限を行い、振幅制限のエネルギーを第一の整流ユ
ニットの出力に戻させ、第一の整流ユニットの出力に充電し、第一巻線を流れた電流によ
り生じた磁場は、トランスの鉄芯に反磁界させ、トランスの鉄芯における磁場強度が初期
の状態に復帰する。トランス１０３は、変調後の第一のパルス波形の電圧に基づいて第二
のパルス波形の電圧を出力する。
【００５８】
　本発明の１つの実施例では、図１Ｃに示すように、前記電源アダプタ１は、プッシュプ
ル式スイッチ電源も用いても良い。具体的には、前記トランスは、第一巻線と、第二巻線
と、第三巻線と、第四巻線とを備え、第一巻線は、同名の端子が前記スイッチユニットに
接続し、異名の端子が前記第二巻線の同名の端子に接続し、その後、前記第一の整流ユニ
ットの第一の出力端子に接続し、前記第二巻線は、異名の端子が前記スイッチユニットに
接続し、前記第三巻線は、異名の端子が前記第四巻線の同名の端子に接続し、前記トラン
スは、変調後の前記第一のパルス波形の電圧に基づいて第二のパルス波形の電圧を出力す
る。
【００５９】
　図１Ｃに示すように、スイッチユニット１０２は、第一のＭＯＳトランジスタＱ１と、
第二のＭＯＳトランジスタＱ２とを備え、トランス１０３は、第一巻線と、第二巻線と、
第三巻線と、第四巻線とを備え、第一巻線は、同名の端子がスイッチユニット１０２の第
二のＭＯＳトランジスタＱ２のドレインに接続し、異名の端子が第二巻線の同名の端子に
接続し、第一巻線の異名の端子と第二巻線の同名の端子との間の接続点は、第一の整流ユ
ニット１０１の第一の出力端子に接続し、第二巻線は、異名の端子がスイッチユニット１
０２の第一のＭＯＳトランジスタＱ１のドレインに接続し、第一のＭＯＳトランジスタＱ
１のドレインと第二のＭＯＳトランジスタＱ２のドレインが接続した後に第一の整流ユニ
ット１０１の第二の出力端子に接続し、第二巻線は、同名の端子が第二の整流ユニット１
０４の第一の入力端子に接続し、第三巻線は、異名の端子が第四巻線の同名の端子に接続
し、第三巻線の異名の端子と第四巻線の同名の端子との間の接続点が接地し、第四巻線は
、異名の端子が第二の整流ユニット１０４の第二の入力端子に接続する。
【００６０】
　図１Ｃに示すように、第二の整流ユニット１０４は、第一の入力端子が第三巻線の同名
の端子に接続し、第二の入力端子が第四巻線の異名の端子に接続し、前記第二のパルス波
形の電圧を整流して第三のパルス波形の電圧を出力し、２つのダイオードを含んでも良く
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、１つのダイオードの陽極が第三巻線の同名の端子に接続し、もう１つのダイオードの陽
極が第四巻線の異名の端子に接続し、２つのダイオードの陰極が接続している。
【００６１】
　本発明の１つの実施例では、図１Ｄに示すように、前記電源アダプタ１は、セミブリッ
ジ式スイッチ電源も用いても良い。具体的には、スイッチユニット１０２は、第一のＭＯ
ＳトランジスタＱ１と、第二のＭＯＳトランジスタＱ２と、第一のコンデンサーC1と、第
二のコンデンサーC2とを備え、第一のコンデンサーC1は、第二のコンデンサーC2に直列接
続された後に第一の整流ユニット１０１の出力端子に並列接続し、第一のＭＯＳトランジ
スタＱ１は、第二のＭＯＳトランジスタＱ２直列接続された後に第一の整流ユニット１０
１の出力端子に並列接続し、トランス１０３は、第一巻線と、第二巻線と、第三巻線とを
備え、第一巻線の同名の端子は、直列接続する第一のコンデンサーC１と第二のコンデン
サーC２との間の接続点に接続し、第一巻線の異名の端子は、直列接続する第一のＭＯＳ
トランジスタＱ１と第二のＭＯＳトランジスタＱ２との間の接続点に接続し、第二巻線は
、同名の端子が第二の整流ユニット１０４の第一の入力端子に接続し、異名の端子が第三
巻線の同名の端子に接続した後に接地し、第三巻線の異名の端子は、第二の整流ユニット
１０４の第二の入力端子に接続する。トランス１０３は、変調後の前記第一のパルス波形
の電圧に基づいて第二のパルス波形の電圧を出力する。
【００６２】
　本発明の１つの実施例では、図１Ｅに示すように、前記電源アダプタ１は、フルブリッ
ジ式スイッチ電源も用いても良い。具体的には、スイッチユニット１０２は、第一のＭＯ
ＳトランジスタＱ１と、第二のＭＯＳトランジスタＱ２と、第三のＭＯＳトランジスタＱ
３と、第四のＭＯＳトランジスタＱ４とを備え、第三のＭＯＳトランジスタＱ３は、第四
のＭＯＳトランジスタＱ４に直列接続された後に第一の整流ユニット１０１の出力端子に
並列接続し、第一のＭＯＳトランジスタＱ１は、第二のＭＯＳトランジスタＱ２に直列接
続された後に第一の整流ユニット１０１の出力端子に並列接続し、トランス１０３は、第
一巻線と、第二巻線と、第三巻線とを備え、第一巻線の同名の端子は、直列接続する第三
のＭＯＳトランジスタＱ３と第四のＭＯＳトランジスタＱ４との間の接続点に接続し、第
一巻線の異名の端子は、直列接続する第一のＭＯＳトランジスタＱ１と第二のＭＯＳトラ
ンジスタＱ２との間の接続点に接続し、第二巻線は、同名の端子が第二の整流ユニット１
０４の第一の入力端子に接続し、異名の端子が第三巻線の同名の端子に接続した後に接地
し、第三巻線の異名の端子は、第二の整流ユニット１０４の第二の入力端子に接続する。
トランス１０３は、変調後の前記第一のパルス波形の電圧に基づいて第二のパルス波形の
電圧を出力する。
【００６３】
　よって、本発明の実施例において、前記電源アダプタ１は、フライバック式スイッチ電
源、前進式スイッチ電源、プッシュプル式スイッチ電源、セミブリッジ式スイッチ電源及
びフルブリッジ式スイッチ電源の何れか１つを用いてパルス波形の電圧を出力する。
【００６４】
　また、図１Ａに示すように、第二の整流ユニット１０４は、トランス１０３の次段の巻
線に接続し、第二のパルス波形の電圧を整流して第三のパルス波形の電圧を出力し、ダイ
オードにより構成され、次段の同期整流をすることで、第三のパルス波形と変調後の第一
のパルス波形が同期になる。なお、第三のパルス波形が変調後の第一のパルス波形と同期
であることは、両者の位相が同期であり、両者の幅による変化傾向が一致であることを意
味する。第一の充電インターフェース１０５は、第二の整流ユニット１０４に接続する。
サンプリングユニット１０６は、第二の整流ユニット１０４により出力された電圧及び／
又は電流をサンプリングすることで、電圧サンプル値及び／又は電流サンプル値を取得す
る。制御ユニット１０７は、サンプリングユニット１０６及びスイッチユニット１０２の
それぞれに接続し、制御信号をスイッチユニット１０２に出力し、電圧サンプル値及び／
又は電流サンプル値に基づいて制御信号のデューティ比を調整することで、当該第二の整
流ユニット１０４により出力された第三のパルス波形の電圧が充電の要求を満たす。
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【００６５】
　図１Ａに示すように、端末２は、第二の充電インターフェース２０１と、電池２０２と
を備え、第二の充電インターフェース２０１と電池２０２が接続し、第二の充電インター
フェース２０１が第一の充電インターフェース１０５に接続された際、第二の充電インタ
ーフェース２０１は、第三のパルス波形の電圧を電池２０２に印加することで、電池２０
２を充電する。
【００６６】
　なお、第三のパルス波形の電圧が充電の要求を満たすことは、第三のパルス波形の電圧
及び電流が電池に充電される時の充電電圧及び充電電流を満たすことを意味する。即ち、
制御ユニット１０７は、サンプリングした電源アダプタにより出力された電圧及び／又は
電流に基づいてＰＷＭのような制御信号のデューティ比を調整し、リアルタイムで第二の
整流ユニット１０４の出力を調整し、閉ループ調整制御を実現する。従って、第三のパル
ス波形の電圧が端末２の充電要求を満たし、電池２０２が安全で効率よく充電されること
を保障する。具体的には、図３に示すように、ＰＷＭ信号のデューティ比により電池２０
２に出力される充電電圧波形を調整し、図４に示すように、PWM信号のデューティ比によ
り電池２０２に出力される充電電流波形を調整する。
【００６７】
　PWM信号のデューティ比を調整する際、電圧サンプル値、電流サンプル値又は電圧サン
プル値及び電流サンプル値に基づいて調整インストラクションを生成する。
【００６８】
　よって、本発明の実施例においては、スイッチユニット１０２を制御することで、整流
後の第一のパルス波形の電圧である半周期正弦波の電圧に対してPWM不連続波を変調し、
高周波トランスに送り、高周波トランスにより初段から次段にカップリングされ、同期整
流後に半周期正弦波の電圧／電流に戻されて直接に電流に送られ、電池を急速充電する。
半周期正弦波の電圧幅については、PWM信号のデューティ比により調整することができる
ので、電源アダプタの出力は、電池の充電要求を満たすことができる。ここから分かるよ
うに、本発明の実施例の電源アダプタは、初段及び次段に電解コンデンサーを設置せず、
半周期正弦波の電圧で電池を充電するので、電源アダプタの体積を減らし、電源アダプタ
の小型化を実現し、コストを大幅に低減することができる。
【００６９】
　本発明の１つの具体的な例において、制御ユニット１０７は、MCU（Micro　Controller
　Unit、マイクロ制御プロセッサ）であっても良く、即ち、スイッチ駆動制御機能、同期
整流機能、電圧電流調整制御機能を有するマイクロプロセッサであっても良い。
【００７０】
　本発明の１つの実施例において、制御ユニット１０７は、電圧サンプル値及び／又は電
流サンプル値に基づいて制御信号の周波数を調整し、即ち、スイッチユニット１０２にＰ
ＷＭ信号をある程度出力し続けた後に出力を停止し、所定時間で停止した後に再びＰＷＭ
信号を出力するように制御する。よって、断続的に電池を充電するので、電池を連続充電
する際に生じた熱による安全上の問題を避けることができ、電池を充電する信頼性及び安
全性が高まる。
【００７１】
　リチウム電池に関しては、低温条件で、自身のイオン及び電子導電能力が低下するので
、充電プロセスにおいて極性化が高まりやすくなるが、連続充電する場合、このような極
性化がより顕著であり、リチウム沈殿の現象が起こる可能性が増え、電池の安全性能に影
響を与えてしまう。また、連続充電することは、充電による熱の蓄積が生じ、電池内部の
温度がずっと上昇し、温度が一定の値を超えると、電池の性能を良く発揮することができ
ず、安全上の問題が増えてしまう。
【００７２】
　本発明の実施例においては、制御信号の周波数を調整することで、電源アダプタに断続
的に出力させ、即ち、電池の充電プロセスに電池の充電停止プロセスを導入することで、
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連続充電する際に生じるリチウム沈殿の現象が緩和され、熱の蓄積による影響が低減され
、高温の効果が得られ、電池を充電する信頼性及び安全性を保障することができる。
【００７３】
　スイッチユニット１０２に出力する制御信号については、図５に示すように、PWM信号
をある程度出力し続けた後に出力を停止し、再びPWM信号をある程度出力する。従って、
スイッチユニット１０２に出力する制御信号が断続的であり、周波数を調整することがで
きる。
【００７４】
　図１Ａに示すように、制御ユニット１０７は、第一の充電インターフェース１０５に接
続し、第一の充電インターフェース１０５により端末２と通信を行うことで、端末２の状
態情報を取得する。端末の状態情報、電圧サンプル値及び／又は電流サンプル値に基づい
てPWM信号のような制御信号のデューティ比を調整する。
【００７５】
　端末の状態情報は、前記電池の電気量、前記電池の温度、前記端末の電圧、前記端末の
インターフェース情報、前記端末の通路インピーダンスの情報等を含んでも良い。
【００７６】
　具体的には、第一の充電インターフェース１０５は、電池を充電するための電源線と、
端末と通信を行うためのデータ線とを含む。第二の充電インターフェース２０１が第一の
充電インターフェース１０５に接続されている場合、電源アダプタは、端末２と互いに通
信クエリインストラクションを送り合い、相応する応答インストラクションを受け取ると
、両者の通信による接続ができるので、制御ユニット１０７は、端末２の状態情報を取得
し、端末２と充電モード及び充電パラメータについて相談し（例えば、充電電流、充電電
圧）、充電プロセスを制御する。
【００７７】
　電源アダプタ及び／又は端末がサポートする充電モードは、普通充電モード及び急速充
電モードを含む。急速充電モードの充電速度は、普通充電モードの充電速度より速い（例
えば、急速充電モードの充電電流は、普通充電モードの充電電流より大きい）。一般的に
は、普通充電モードは、定格出力電圧が５Vであり、定格出力電流が２．５以下であり、
電源アダプタの出力インターフェースのデータ線のＤ＋及びＤ－が短絡しても良い。しか
しながら、本発明の実施例における急速充電モードが違う。電源アダプタは、データ線の
D＋及びD－を用いて端末と通信を行ってデータの交換し、即ち、電源アダプタは、端末と
互いに急速充電インストラクションを送り合い、端末に急速充電クエリインストラクショ
ンを送り、端末からの急速充電応答インストラクションを受け取った後に、端末の応答イ
ンストラクションに基づいて端末の状態情報を取得し、急速充電モードを始めさせる。な
お、急速充電モードの充電電流は、２．５Ａより大きくても良く、例えば、４．５Ｖであ
っても良く、もっと大きくても良い。本発明の実施例においては、普通充電モードに対し
て具体的に制限しておらず、電源アダプタは、２つの充電モードをサポートし、うちの１
つの充電モードの充電速度（又は、電流）がもう１つの充電モードの充電速度より速く、
充電速度が比較的遅い充電モードを普通充電モードとして理解しても良い。
　制御ユニット１０７は、第一の充電インターフェース１０５と端末２が通信を行うこと
で、普通充電モード及び急速充電モードを含む充電モードを決める。
【００７８】
　具体的には、前記電源アダプタは、端末とユニバーサル・シリアル・バス（Universal 
Serial Bus、USB）のインターフェースにより接続し、当該USBインターフェースは、普通
のUSBインターフェースであっても良く、micro USBインターフェースであっても良い。US
Bインターフェースのデータ線である第一の充電インターフェースのデータ線は、前記電
源アダプタと前記端末が双方向通信を行うために用いられ、USBインターフェースのD＋線
及び／又はD-線であっても良い。双方向通信とは、所謂電源アダプタと端末が双方の情報
交換を行うことを意味する。
【００７９】
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　前記電源アダプタは、前記USBインターフェースのデータ線により前記端末と双方向通
信を行うことで、前記急速充電モードで前記端末を充電することを決める。
【００８０】
　電源アダプタは、急速充電モードで前記端末を充電するかどうかを端末と相談するプロ
セスにおいて、端末と接続するだけで充電しない。普通充電モードで端末に充電しても良
く、小さい電流で端末に充電しても良く、本発明の実施例は、これらを制限しない。
【００８１】
　前記電源アダプタは、充電電流を前記急速充電モードに対応する充電電流に調整し、前
記端末に充電し、急速充電モードで端末を充電すると決めると、直接に充電電流を急速充
電モードに対応する充電電流に調整しても良く、急速充電モードに対応する充電電流を決
めるように端末と相談しても良い。例えば、端末の電池の現在電気量に基づいて急速充電
モードに対応する充電電流を決める。
【００８２】
　本発明の実施例において、電源アダプタは、盲目的に出力電流を大きくして急速充電す
るのではなく、端末と双方向通信を行い、急速充電モードを用いるかどうかを相談する。
従来技術に比べ、急速充電プロセスの安全性を高めることができる。
【００８３】
　好ましくは、制御ユニット１０７は、前記第一の充電インターフェースのデータ線によ
り前記端末と双方向通信を行い、前記急速充電モードで前記端末を充電すると決めた際、
前記急速充電モードをオンにするかどうかを前記端末に尋ねるための第一のインストラク
ションを前記端末に送り、前記端末が前記急速充電モードをオンにすることを同意するこ
とを示すための第一のインストラクションの応答インストラクションを前記端末から受け
取る。
【００８４】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記制御ユニットは、前記普通充電モードで前記
電源アダプタにより前記端末を充電し、前記普通充電モードの充電時間の長さが所定閾値
より大きいと確認したら、前記端末に前記第一のインストラクションを送る。
【００８５】
　電源アダプタは、前記普通充電モードでの充電時間の長さが所定閾値より大きいと確認
された後、自らが電源アダプタであることが既に端末に認識されたと判断し、急速尋ね通
信を始めても良いと理解されたい。
【００８６】
　好ましくは、１つの実施例としては、電源アダプタは、所定電流閾値以上の充電電流で
所定時間より長く充電すると決めると、前記端末に前記第一のインストラクションを送る
。
【００８７】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記制御ユニットは、前記スイッチユニットを制
御することによって、前記電源アダプタが充電電流を前記急速充電モードに対応する充電
電流に調整することを制御し、前記急速充電モードに対応する充電電流で前記端末を充電
する前に、前記第一の充電インターフェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信を
行うことによって、前記急速充電モードに対応する充電電圧を決め、前記電源アダプタが
充電電圧を前記急速充電モードに対応する充電電圧に調整することを制御する。
【００８８】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフ
ェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信を行うことにより、前記急速充電モード
に対応する充電電圧を決めたとき、前記電源アダプタの現在の出力電圧が前記急速充電モ
ードの充電電圧にされることが適切かどうかを尋ねる第二のインストラクションを前記端
末に送り、前記端末から送られた、前記電源アダプタの現在の出力電圧が適切、やや高い
又はやや低いであることを示すための第二のインストラクションの応答インストラクショ
ンを受け取り、前記第二のインストラクションの応答インストラクションに基づいて、前
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記急速充電モードの充電電圧を決める。
【００８９】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記制御ユニットは、前記電源アダプタが充電電
流を前記急速充電モードに対応する充電電流に調整することを制御する前に、前記第一の
充電インターフェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信を行うことによって、前
記急速充電モードに対応する充電電流を決める。
【００９０】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフ
ェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信を行うことによって、前記急速充電モー
ドに対応する充電電流を決めたとき、前記端末が現在サポートする最大の充電電流を尋ね
るための第三のインストラクションを前記端末に送り、前記端末により送られた、前記端
末が現在サポートする最大の充電電流を示すための前記第三のインストラクションの応答
インストラクションを受け取り、前記第三のインストラクションの応答インストラクショ
ンに基づいて、前記急速充電モードの充電電流を決める。
【００９１】
　電源アダプタは、前記最大充電電流を急速充電モードの充電電流に直接に決めても良く
、充電電流を当該最大充電電流より小さい１つの電流値に設定しても良い。
【００９２】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記急速充電モードで、前記電源アダプタによる
前記端末を充電するプロセスにおいて、前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフ
ェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信を行うことによって、前記スイッチユニ
ットを制御して前記電源アダプタにより電池に出力される充電電流を調整し続ける。
【００９３】
　電源アダプタは、端末の電池電圧、電池電気量等の端末の現在状態情報を尋ね続けるこ
とで、電池に出力される充電電流を調整し続ける。
【００９４】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフ
ェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信を行うことによって、前記スイッチユニ
ットを制御して前記電源アダプタにより電池に出力される充電電流を調整し続ける際、前
記端末内の電池の現在電圧を尋ねるための第四のインストラクションを前記端末に送り、
前記端末により送られた、前記端末内の電池の現在電圧を示すための第四のインストラク
ションの応答インストラクションを受け取り、前記電池の現在電圧に基づいて、前記スイ
ッチユニットを制御することで前記電源アダプタから電池に出力する充電電流を調整する
。
【００９５】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記制御ユニットは、前記電池の現在電圧及び電
池の所定電圧値と充電電流値の対応関係に基づいて、前記スイッチユニットを制御して前
記電源アダプタにより電池に出力される充電電流を前記電池の現在電圧に対応する充電電
流値に調整する。
【００９６】
　具体的には、電源アダプタは、電池の電圧値と充電電流値の対応関係を予め記憶しても
良く、前記第一の充電インターフェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信を行う
ことによって、端末から端末内に記憶される電池の電圧値と充電電流値の対応関係を取得
しても良い。
【００９７】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記急速充電モードで、前記電源アダプタによる
前記端末を充電するプロセスにおいて、前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフ
ェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信を行うことによって、前記第一の充電イ
ンターフェースと前記第二の充電インターフェースによる接触不良が存在するかどうかを
確認し、接触不良が存在すると確認された場合、前記電源アダプタが前記急速充電モード
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を終了することを制御する。
【００９８】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記第一の充電インターフェースと前記第二の充
電インターフェースによる接触不良が存在するかどうかが確認される前に、前記制御ユニ
ットは、前記端末から前記端末の通路インピーダンスを示す情報を受け取り、前記端末内
の電池の電圧を尋ねるための第四のインストラクションを前記端末に送り、前記端末によ
り送られた、前記端末内の電池の電圧を示すための第四のインストラクションの応答イン
ストラクションを受け取り、前記電源アダプタの出力電圧及び前記電池の電圧に基づいて
、前記電源アダプタから前記電池までの通路インピーダンスを決め、前記電源アダプタか
ら前記電池までの通路インピーダンス、前記端末の通路インピーダンス及び前記電源アダ
プタと前記端末との間の充電回路の通路インピーダンスに基づいて、前記第一の充電イン
ターフェースと前記第二の充電インターフェースによる接触不良が存在するかどうかを確
認する。
【００９９】
　端末については、その通路インピーダンスを予め記録しても良く、例えば、同じ規格の
端末は、構造が同じであるので、出荷時に当該端末の通路インピーダンスが同じ値に設定
される。同じく、電源アダプタは、充電線路の通路インピーダンスを予め記録しても良く
、端末の電池両端の電圧を取得した場合、電源アダプタから電池の両端までの電圧降下及
び通路の電流に基づいて通路全体の通路インピーダンスを決め、通路全体の通路インピー
ダンス>端末の通路インピーダンス＋充電線路の通路インピーダンス、又は、通路全体の
通路インピーダンス－（端末の通路インピーダンス＋充電線路の通路インピーダンス）>
インピーダンス閾値であれば、前記第一の充電インターフェースと前記第二の充電インタ
ーフェースによる接触不良が存在すると判断しても良い。
【０１００】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記電源アダプタが前記急速充電モードを終了す
る前に、前記第一の充電インターフェースと前記第二の充電インターフェースによる接触
不良が存在することを示す第五のインストラクションを前記端末に送る。
【０１０１】
　前記電源アダプタは、第五のインストラクションを送ったら、急速充電モードを終了す
る又はリセットする。
【０１０２】
　以上、電源アダプタの角度から本発明の実施例の急速充電プロセスを詳しく説明したが
、以下、端末の角度から本発明の実施例の急速充電プロセスを詳しく説明する。
【０１０３】
　端末の角度から説明する電源アダプタと端末の相互作用、関連特徴、機能などは、電源
アダプタからの説明と相応し、簡潔のために、重複する内容を適切に省略する。
【０１０４】
　図１３に示すように、本発明の１つの実施例において、端末２は、充電制御スイッチ２
０３及びコントローラ２０４を備え、充電制御スイッチ２０３は、電子スイッチデバイス
により構成されたスイッチ回路が第二の充電インターフェース２０１と電池２０２との間
に接続され、コントローラ２０４による制御で電池２０２への充電プロセスをオン又はオ
フにするので、端末から電池２０２への充電プロセスを制御し、電池２０２を充電する時
の安全性及び信頼性を保障することができる。
【０１０５】
　図１４に示すように、端末２は、第二の充電インターフェース２０１と第一の充電イン
ターフェース１０５によりコントローラ２０４と制御ユニット１０７との双方向通信を確
立する。即ち、端末２は、電源アダプタ１とUSBインターフェースのデータ線により双方
向通信を行い、普通充電モードと急速充電モードをサポートし、前記急速充電モードの充
電電流が前記普通充電モードの充電電流より大きい。前記通信ユニット２０５と前記制御
ユニット１０７が双方向通信を行うことで、電源アダプタ１は、前記急速充電モードで前
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記端末２を充電することを決める。従って、前記制御ユニット１０７は、前記急速充電モ
ードに対応する充電電流で出力するように前記電源アダプタ１を制御し、前記端末２内の
電池２０２を充電する。
【０１０６】
　本発明の実施例において、電源アダプタ１は、盲目的に出力電流を大きくして急速充電
するのではなく、端末と双方向通信を行って急速充電モードを用いるかどうかを相談する
。よって、従来技術に比べ、急速充電プロセスの安全性を高めることができる。
【０１０７】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記コントローラは、前記制御ユニットから送ら
れた、前記端末が前記急速充電モードをオンにするかどうかを尋ねるための第一のインス
トラクションを通信ユニットにより受け取り、前記端末が前記急速充電モードをオンにす
ることを同意することを示すための第一のインストラクションの応答インストラクション
を前記通信ユニットにより送る。
【０１０８】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記コントローラは、通信ユニットにより前記制
御ユニットから送られた第一のインストラクションを受け取る前に、前記電源アダプタに
より前記普通充電モードで前記端末内の電池を充電し、前記制御ユニットは、前記普通充
電モードでの充電時間が所定閾値より長いと確認したら、端末内の通信ユニットに前記第
一のインストラクションを送り、前記コントローラは、通信ユニットにより前記制御ユニ
ットから送られた前記第一のインストラクションを受け取る。
【０１０９】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記電源アダプタは、前記急速充電モードに対応
する充電電流で出力して前記端末内の電池を充電する前に、前記コントローラは、通信ユ
ニットと前記制御ユニットが双方向通信を行うことで、前記電源アダプタは、前記急速充
電モードに対応する充電電圧を決める。
【０１１０】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記コントローラは、前記制御ユニットから送ら
れた、前記電源アダプタの現在出力電圧が前記急速充電モードの充電電圧とされることが
適切かどうかを尋ねるための第二のインストラクションを受け取り、前記電源アダプタの
現在出力電圧が適切、やや高い又はやや低いであることを示す第二のインストラクション
の応答インストラクションを、前記制御ユニットに送る。
【０１１１】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記コントローラと前記制御ユニットが双方向通
信を行うことによって、前記電源アダプタは、前記急速充電モードに対応する充電電流を
決める。
【０１１２】
　前記コントローラは、前記制御ユニットから送られた、前記端末が現在サポートする最
大の充電電流を尋ねるための第三のインストラクションを受け取り、前記端末内の電池が
現在サポートする最大の充電電流を示すための前記第三のインストラクションの応答イン
ストラクションを前記制御ユニットに送ることで、前記電源アダプタは、前記最大の充電
電流に基づいて前記急速充電モードに対応する充電電流を決める。
【０１１３】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記急速充電モードで、前記電源アダプタによる
前記端末を充電するプロセスにおいて、前記コントローラと前記制御ユニットが双方向通
信を行うことによって、前記電源アダプタは、自らから電池に出力する充電電流を調整し
続ける。
【０１１４】
　前記コントローラは、前記制御ユニットから送られた、前記端末内の電池の現在電圧を
尋ねるための第四のインストラクションを受け取り、前記端末内の電池の現在電圧を示す
第四のインストラクションの応答インストラクションを前記制御ユニットに送ることで、
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前記電源アダプタは、前記電池の現在電圧に基づいて自らから電池へ出力する充電電流を
調整し続ける。
【０１１５】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記急速充電モードで、前記電源アダプタによる
前記端末を充電するプロセスにおいて、前記コントローラは、通信ユニットと前記制御ユ
ニットが双方向通信を行うことによって、前記電源アダプタは、前記第一の充電インター
フェースと前記第二の充電インターフェースによる接触不良が存在するかどうかを確認す
る。
【０１１６】
　前記コントローラは、前記制御ユニットから送られた、前記端末内の電池の現在電圧を
尋ねるための第四のインストラクションを受け取り、前記端末内の電池の現在電圧を示す
第四のインストラクションの応答インストラクションを前記制御ユニットに送ることで、
前記制御ユニットは、前記電源アダプタの出力電圧及び前記電池の現在電圧に基づいて、
前記第一の充電インターフェースと前記第二の充電インターフェースによる接触不良が存
在するかどうかを確認する。
【０１１７】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記コントローラは、前記制御ユニットから送ら
れた、前記第一の充電インターフェースと前記第二の充電インターフェースによる接触不
良を示すための第五のインストラクションを受け取る。
【０１１８】
　急速充電モードをオンにして使うために、前記電源アダプタと端末には、急速充電通信
プロセスを採用し、一回又は複数回のハンドシェイキングが成立することで、電池の急速
充電を実現する。以下、図６を参照しながら、本発明の実施例による急速充電通信プロセ
ス及び急速充電プロセスに含まれる各ステップを詳しく説明する。図６に示されている通
信ステップ又は操作は、例に過ぎず、本発明の実施例は、他の操作又は図６の各操作の変
形を含む。また、図６の各ステップは、図６に示されている順序と異なる順序で行っても
良く、図６の全ての操作を必ずしも行わなくても良い。なお、図６の曲線は、充電電流の
ピーク値又は平均値の変化傾向を示し、実際の充電電流の曲線ではない。
【０１１９】
　図６に示すように、急速充電プロセスは、５つの段階を含む。
　段階１は、次の通りである。
　端末と電源供給装置が接続された後、端末は、データ線D＋、D－で電源供給装置の種類
を検出し、電源供給装置が電源アダプタであると検出された場合、端末により吸収された
電流は、所定電流閾値I2（例えば、１Ａである）より大きくても良い。電源アダプタは、
所定時間（例えば、連続時間T1である）以内に自らの出力電流がI2以上であると検出した
場合、端末により電源供給装置の種類を識別する種類識別が既に完成したと判断し、アダ
プタと端末のハンドシェイキング通信がオンにされ、端末が急速充電モード（又は、フラ
ッシュチャージとも言われる）をオンにするかどうかを尋ねるためのインストラクション
１（前記第一のインストラクションに対応する）を送る。
　電源アダプタは、端末が急速充電モードをオンにすることを同意しないことを示すため
の応答インストラクションを受け取った場合、再び自らの出力電流を検出し、電源アダプ
タの出力電流が所定連続時間以内（例えば、連続時間T１である）に相変わらずI2以上で
あれば、端末が急速充電モードをオンにするかどうかを再び尋ね、端末が急速充電モード
をオンにすることを同意するまで、又は、電源アダプタの出力電流がI2以上であるという
条件が満たせないまで段階１の前記ステップを繰り返す。
　端末が急速充電モードをオンにすることを同意すると、急速充電プロセスが開始し、急
速充電通信プロセスの段階２に入る。
【０１２０】
　段階２は、次の通りである。
　電源アダプタにより出力された半周期正弦波の電圧は、複数のカテゴリーを含む。電源
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アダプタは、出力電圧が電池の現在電圧にマッチングするかどうか（又は、急速充電モー
ドでの充電電圧として適切かどうか）を端末に尋ねるためのインストラクション２（前記
第二のインストラクションに対応する）を端末に送り、即ち、充電の要求を満たすかどう
かを尋ねる。
　端末は、電源アダプタの出力電圧がやや高い又はやや低い又はマッチングすると応答し
た場合、電源アダプタは、アダプタの出力電圧がやや高い又はやや低いというフィートバ
ックを端末から受け取ると、制御ユニットは、PWM信号のデューティ比を調整して電源ア
ダプタの出力電圧を１つのカデコリーで調整し、再び端末にインストラクション２を送り
、電源アダプタの出力電圧がマッチングするかどうかを再び端末に尋ねる。
　電源アダプタの出力電圧がマッチングするカデコリーにあると端末から応答をもらうま
で段階２を繰り返す。
【０１２１】
　段階３は、次の通りである。
　電源アダプタは、電源アダプタの出力電圧がマッチングするというフィートバックを端
末から受け取ると、端末が現在サポートする最大の充電電流を尋ねるためのインストラク
ション３（前記第三のインストラクションに対応する）を端末に送り、端末は、現在サポ
ートする最大の充電電流値を電源アダプタに応答すると、段階４に入る。
【０１２２】
　段階４は、次の通りである。
　電源アダプタは、現在サポートする最大の充電電流についての応答をしたというフィー
トバックを端末から受け取ると、その出力電流基準値を設定する。制御ユニット１０７は
、当該電流基準値に基づいてPWM信号のデューティ比を調整し、電源アダプタの出力電流
が端末を充電する充電電流の要求を満たすと、定電流段階に入る。なお、ここの定電流段
階とは、電源アダプタの出力電流のピーク値又は平均値がほぼ変わらないことを意味する
（つまり、出力電流ピーク値又は平均値の変化幅がとても小さく、例えば、出力電流ピー
ク値又は平均値が５％の範囲内で変化する）。即ち、第三のパルス波形の電流ピーク値は
、周期ごとに一定の値を保つ。
【０１２３】
　段階５は、次の通りである。
　定電流段階に入ると、電源アダプタは、ある長さの時間を経過する度に端末の電池の現
在電圧を尋ねるためのインストラクション４（前記第四のインストラクション４に対応す
る）を送る。また、端末は、電源アダプタに端末の電池の現在電圧をフィートバックし、
電源アダプタは、端末の電池の現在電圧に関するフィートバックに基づいて、USB接触で
ある第一の充電インターフェースと第二の充電インターフェースによる接触が良いかどう
か、及び、端末の現在の充電電流値を下げる必要があるかどうかを判断する。電源アダプ
タは、USB接触が良くないと判断した場合、インストラクション５（前記第五のインスト
ラクションに対応する）を送った後にリセットして再び段階１に入る。
【０１２４】
　好ましくは、幾つかの実施例の段階１においては、端末がインストラクション１に対し
て応答し、インストラクション１に対応するデータは、段階５でUSB接触が良いかどうか
を判断するために用いられる端末の通路インピーダンスのデータ（又は、情報）を含んで
も良い。
【０１２５】
　好ましくは、幾つかの実施例の段階２においては、端末が急速充電モードをオンにする
ことを同意してから電源アダプタが電圧を適切な値に調整したまでの時間が一定の範囲内
に制御され、当該時間が所定範囲を超えると、端末は、要求が異常であると判断して速や
かにリセットする。
【０１２６】
　好ましくは、幾つかの実施例の段階３においては、電源アダプタの出力電圧を、電池の
現在電圧より△V（△Vは、約２００～５００ｍVである）と高く調整したとき、端末は、
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電源アダプタの出力電圧が適切である又はマッチングするというフィートバックを電源ア
ダプタに送る。端末は、電源アダプタの出力電圧が適切ではない（即ち、やや高い又はや
や低い）というフィートバックを電源アダプタに送ると、制御ユニット１０７は、電圧サ
ンプル値に基づいてPWM信号のデューティ比を調整し、電源アダプタの出力電圧を調整す
る。
【０１２７】
　好ましくは、幾つかの実施例の段階４においては、電源アダプタの出力電流値を調整す
る速度が一定の範囲内に制御されるので、調整速度が速すぎることで急速充電に異常が生
じて中断してしまうことを避けることができる。
【０１２８】
　好ましくは、幾つかの実施例の段階５においては、電源アダプタの出力電流値の変化幅
が５％以内に制御されると、定電流段階として見なされても良い。
【０１２９】
　好ましくは、幾つかの実施例の段階５においては、充電回路のインピーダンスをリアル
タイムで監視し、即ち、電源アダプタの出力電圧、現在充電電流及び読み取った端末の電
池電圧を測定することで、充電回路全体のインピーダンスを監視する。充電回路インピー
ダンス>端末通路インピーダンス＋急速充電データ線インピーダンスと検出されると、USB
接触が不良であると判断され、急速充電がリセットされる。
【０１３０】
　好ましくは、幾つかの実施例においては、急速充電モードをオンにした後に、電源アダ
プタと端末との通信時間の間隔が一定の範囲内に制御されることで、急速充電がリセット
されることを避けることができる。
【０１３１】
　好ましくは、幾つかの実施例においては、急速充電モード（又は、急速充電プロセス）
に関する停止は、回復可能な停止及び回復不可能な停止がある。
【０１３２】
　端末は、電池が充満された又はUSB接触不良であると検出したら、急速充電を停止して
リセットし、段階１に入り、急速充電モードをオンにすることを同意せず、急速充電通信
プロセスの段階２に入らない。この急速充電プロセスに関する停止は、回復不可能な停止
であっても良い。
【０１３３】
　また、端末と電源アダプタの通信には、異常が生じた場合、急速充電を停止してリセッ
トし、段階１に入り、段階１の要求が満たされると、端末は、急速充電モードをオンにす
ることを同意して急速充電プロセスを再開する。ここの急速充電プロセスに関する停止は
、回復可能な停止であっても良い。
【０１３４】
　また、端末は、電池に異常が生じたと検出した場合、急速充電を停止してリセットし、
段階１に入り、急速充電モードをオンにすることを同意しない。電池が正常に戻り、段階
１の要求が満たされると、端末は、急速充電モードをオンにして急速充電プロセスを再開
する。ここの急速充電プロセスに関する停止は、回復可能な停止であっても良い。
【０１３５】
　以上、図６に示された通信ステップ又は操作は、例に過ぎない。例えば、段階１におい
ては、端末がアダプタに接続された後に、端末とアダプタのハンドシェイク通信が端末に
より行われ、即ち、端末は、電源アダプタが急速充電モード（又は、フラッシュチャージ
とも言われる）をオンにするかどうかを尋ねるためのインストラクション１を送り、電源
アダプタが急速充電モードをオンにすることを同意するための応答インストラクションを
受け取ると、急速充電プロセスを開始する。
【０１３６】
　以上、図６に示された通信ステップ又は操作は、例に過ぎない。例えば、段階５の後に
は、定電圧充電段階を更に含んでも良い。つまり、段階５において、端末は、電源アダプ
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タに端末の電池の現在電圧をフィートバックし、端末の電池の電圧がずっと上昇し、定電
圧の充電電圧閾値になった時に、充電が定電圧充電段階に入り、制御ユニット１０７は、
当該電圧基準値（即ち、定電圧の充電電圧閾値である）に基づいてPWM信号のデューティ
比を調整することで、電源アダプタの出力電圧が端末の充電電圧の要求を満たし、即ち、
ほぼ定電圧を保つことができる。定電圧充電段階においては、充電電流が段々と小さくな
って１つの閾値まで降下すると、充電が停止され、電池が充満されることを意味する。こ
この定電圧充電とは、第三のパルス波形のピーク値がほぼ変わらないことを意味する。
【０１３７】
　本発明の実施例においては、電源アダプタの出力電圧を取得することは、第三のパルス
波形のピーク値電圧又は電圧平均値を取得することを意味し、電源アダプタの出力電流を
取得することは、第三のパルス波形のピーク値電流又は電流平均値を取得することを意味
する。
【０１３８】
　本発明の１つの実施例において、図７Ａに示すように、電源アダプタ１は、直列接続す
る制御可能スイッチ１０８と、フィルタユニット１０９とを更に備え、直列接続する制御
可能スイッチ１０８とフィルタユニット１０９は、第二の整流ユニット１０４の第一の出
力端子に接続し、制御ユニット１０７は、充電モードが普通充電モードに決められたとき
、制御可能スイッチ１０８をオンにすることを制御し、充電モードが急速充電モードに決
められたときに、制御可能スイッチ１０８をオフにすることを制御する。また、第二の整
流ユニット１０４の出力端子には、一組又は複数組の小さいコンデンサーが並列接続され
ているので、騒音が低減され、サージ現象を減らすことができる。第二の整流ユニット１
０４の出力端子には、LCフィルタ回路又はπ式フィルタ回路も接続されているので、リプ
ル干渉を除去することができる。図７Ｂに示すように、第二の整流ユニット１０４の出力
端子には、LCフィルタ回路が接続されている。なお、LCフィルタ回路又はπ式フィルタ回
路におけるコンデンサーは、全て小さいコンデンサーであり、占めるスペースがとても小
さい。
【０１３９】
　フィルタユニット１０９は、５Vの基準充電をサポートすることが可能なフィルタコン
デンサーを含み、即ち、普通充電モードに対応する。制御可能スイッチ１０８は、ＭＯＳ
トランジスタのような半導体スイッチ素子により構成されても良い。電源アダプタは、普
通充電モード（又は、基準充電とも言われる）で端末の電池を充電する際、制御ユニット
１０７は、制御可能スイッチ１０８をオンにすることを制御し、フィルタユニット１０９
が回路に接続され、第二の整流ユニットの出力が濾過されるので、直流充電技術をより良
く兼ねることができ、即ち、直流が端末の電池に印加されることで、直流で電池を充電す
ることを実現する。一般的には、フィルタユニットは、並列接続する電解コンデンサーと
、５Vの基準充電をサポートする小さいコンデンサーである普通コンデンサー（例えば、
固体コンデンサー）とを含む。電解コンデンサーは、占める体積が比較的大きいので、電
源アダプタのサーズを小さくするために、電源アダプタ内の電解コンデンサーを設置せず
に容量の比較的小さい１つのコンデンサーを設置すれば良い。普通充電モードが用いられ
る際、当該小さいコンデンサーが所在する分岐回路が導通するように制御され、電流が濾
過され、小さいパワーで安定した出力を実現し、直流で電池を充電し、急速充電モードが
用いられる際、当該小さいコンデンサーが所在する分岐回路が遮断するように制御され、
第二の整流ユニット１０４の出力が濾過されず、パルス波形の電圧／電流が直接に出力さ
れて電池に印加され、電池への急速充電を実現する。
【０１４０】
　本発明の１つの実施例において、制御ユニット１０７は、充電モードが急速充電モード
に決められた場合、端末の状態情報に基づいて急速充電モードに対応する充電電流及び／
又は充電電圧を取得し、急速充電モードに対応する充電電流及び／又は充電電圧に基づい
てPWM信号のような制御信号のデューティ比を調整する。つまり、現在充電モードが急速
充電モードに決められた場合、制御ユニット１０７は、電池の電圧、電気量、温度、端末
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の運転パラメータ、端末による実行するアプリケーションプログラムの電気消費情報等の
取得した端末の状態情報に基づいて、急速充電モードに対応する充電電流及び／又は充電
電圧を取得し、取得した充電電流及び／又は充電電圧に基づいて制御信号のデューティ比
を調整することで、電源アダプタの出力が充電の要求を満たし、急速で電池を充電するこ
とを実現する。
【０１４１】
　端末の状態情報は、電池の温度を含む。電池の温度が第一の所定温度閾値より大きい又
は電池の温度が第二の所定温度閾値より小さい場合、現在充電モードが急速充電モードで
あれば、急速充電モードが普通充電モードに切り替えられ、なお、第一の所定温度閾値が
第二の所定温度閾値より大きい。即ち、電池の温度が低すぎても（例えば、第二の所定温
度閾値より小さい）、高すぎても（例えば、第一の所定温度閾値より大きい）、急速充電
するのに相応しくないので、急速充電モードを普通充電モードに切り替える必要がある。
本発明の実施例において、第一の所定温度閾値及び第二の所定温度閾値について、実際の
状況に基づいて制御ユニット（例えば、電源アダプタMCU）のメモリに設定する又は書き
込むことができる。
【０１４２】
　本発明の１つの実施例において、制御ユニット１０７は、電池の温度が所定高温保護閾
値より大きいとき、スイッチユニット１０２がオフになるように制御し、即ち、電池の温
度が高温保護閾値を超えたとき、制御ユニット１０７は、高温保護策略を採用し、スイッ
チユニット１０２がオフになるように制御し、電源アダプタにより電池を充電することを
停止し、電池の高温保護を実現し、充電の安全性を高める必要がある。前記高温保護閾値
は、前記第一の温度閾値と異なっても良く、同じであっても良い。好ましくは、前記高温
保護閾値が前記第一の温度閾値より大きい。
【０１４３】
　本発明のもう１つの実施例において、前記コントローラは、前記電池の温度を取得し、
前記電池の温度が所定高温保護閾値より大きい場合、前記充電制御スイッチがオフになる
ように制御し、即ち、端末により充電制御スイッチをオフにすることで、電池の充電プロ
セスを停止し、充電の安全性を保障する。
【０１４４】
　本発明の１つの実施例において、前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフェー
スの温度を取得し、前記第一の充電インターフェースの温度が所定保護温度より大きい場
合、前記スイッチユニットがオフになるように制御する。即ち、充電インターフェースの
温度が一定の温度を超えた場合、制御ユニット１０７は、高温保護策略を採用し、スイッ
チユニット１０２がオフになるように制御することで、電源アダプタにより電池を充電す
ることを停止し、充電インターフェースに対する高温保護を実現し、充電の安全性を高め
ることができる。
【０１４５】
　当然ながら、本発明のもう１つの実施例において、前記コントローラは、前記制御ユニ
ットと双方向通信を行うことで、前記第一の充電インターフェースの温度を取得し、前記
第一の充電インターフェースの温度が所定保護温度より大きい場合、前記充電制御スイッ
チ（図１３及び図１４参照）がオフになるように制御し、即ち、端末により充電制御スイ
ッチをオフにすることで、電池の充電プロセスを停止し、充電の安全性を保障する。
【０１４６】
　具体的には、本発明の１つの実施例において、図８に示すように、電源アダプタ１は、
MOSFET駆動装置のような駆動ユニット１１０を更に備える。当該駆動ユニット１１０は、
スイッチユニット１０２と制御ユニット１０７との間に接続し、制御信号に基づいてスイ
ッチユニット１０２のオン又はオフを駆動する。なお、本発明の他の実施例において、駆
動ユニット１１０は、制御ユニット１０７に集積しても良い。
【０１４７】
　図８に示すように、電源アダプタ１は、駆動ユニット１１０と制御ユニット１０７との
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間に接続し、初段と次段の信号絶縁（又は、トランス１０３の初段巻線と次段巻線の信号
絶縁）を実現するための分離ユニット１１１を更に備える。分離ユニット１１１は、光結
合絶縁方式を用いても良く、他の絶縁方式を用いても良い。分離ユニット１１１を設置す
ることで、制御ユニット１０７が電源アダプタ１の次段（又は、トランス１０３の次段巻
線）に設置されることができるので、端末２と通信が行われやすくなり、電源アダプタ１
の空間設計がより簡単で便利である。
【０１４８】
　当然ながら、本発明の他の実施例において、制御ユニット１０７、駆動ユニット１１０
は、何れも初段に設置しても良く、この場合、制御ユニット１０７とサンプリングユニッ
ト１０６との間に分離ユニット１１１を設置することで、電源アダプタ１の初段と次段の
信号絶縁を実現することができる。
【０１４９】
　なお、本発明の実施例においては、制御ユニット１０７が次段に設置されている場合、
分離ユニット１１１を設置する必要があるが、分離ユニット１１１も制御ユニット１０７
に集積されても良い。即ち、信号が初段から次段に送られる時、又は、信号が次段から初
段に送られる時、通常、信号を絶縁するための分離ユニットを設置する必要がある。
【０１５０】
　本発明の１つの実施例において、図９に示すように、電源アダプタ１は、変調後の第一
のパルス波形の電圧に基づいて第四のパルス波形の電圧を生成するための補助巻線と、補
助巻線に接続し、第四のパルス波形の電圧を変換して直流を出力し、駆動ユニット１１０
及び／又は制御ユニット１０７のそれぞれに給電するための給電ユニット１１２（例えば
、ウェーブフィルタレギュレーションモジュール、電圧変換モジュール等）とを備える。
給電ユニット１１２は、ウェーブフィルタの小さいコンデンサー、レギュレーションチッ
プ等の部材により構成され、第四のパルス波形の電圧を処理したり変換したりし、３．３
V又は５V等の低電圧の直流を出力することを実現する。
【０１５１】
　つまり、駆動ユニット１１０の給電電源は、給電ユニット１１２により第四のパルス波
形の電圧を変換することで得られる。制御ユニット１０７が初段に設置される場合、その
給電電源は、給電ユニット１１２により第四のパルス波形の電圧を変換することで得られ
る。図９に示すように、制御ユニット１０７が初段に設置される場合、給電ユニット１１
２は、２つの経路の直流を出力することで、駆動ユニット１１０及び制御ユニット１０７
のそれぞれに給電する。制御ユニット１０７とサンプリングユニット１０６との間には、
光結合分離ユニット１１１を設置することで、電源アダプタ１の初段と次段の信号絶縁を
実現する。
【０１５２】
　制御ユニット１０７が初段に設置され、しかも駆動ユニット１１０が集積されている場
合、給電ユニット１１２は、単独で制御ユニット１０７に給電する。制御ユニット１０７
が次段に設置され、駆動ユニット１１０が初段に設置されている場合、給電ユニット１１
２は、単独で駆動ユニット１１０に給電し、制御ユニット１０７は、次段により給電され
、例えば、１つの給電ユニットで第二の整流ユニット１０４により出力された第三のパル
ス波形の電圧が直流電源に変換されて給電される。
【０１５３】
　また、本発明の実施例において、第一の整流ユニット１０１の出力端子には、複数の小
さいコンデンサーが並列接続され、ウェーブフィルタの役割を果たす。又は、第一の整流
ユニット１０１の出力端子には、LCウェーブフィルタ回路が接続されている。
【０１５４】
　本発明のもう１つの実施例において、図１０に示すように、電源アダプタ１は、補助巻
線及び制御ユニット１０７のそれぞれに接続し、第四のパルス波形の電圧を検出して電圧
検出値を生成するための第一の電圧検出ユニット１１３を更に備える。制御ユニット１０
７は、電圧検出値に基づいて制御信号のデューティ比を調整する。
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【０１５５】
　つまり、制御ユニット１０７は、第一の電圧検出ユニット１１３により検出された、補
助巻線で出力した電圧に基づいて、第二の整流ユニット１０４により出力された電圧を反
映し、電圧検出値に基づいて制御信号のデューティ比を調整することで、第二の整流ユニ
ット１０４の出力が電池の充電要求を満たす。
【０１５６】
　具体的には、本発明の１つの実施例において、図１１に示すように、サンプリングユニ
ット１０６は、第二の整流ユニット１０４により出力された電流をサンプリングして電流
サンプル値を取得するための第一の電流サンプル回路１０６１と、第二の整流ユニット１
０４により出力された電圧をサンプリングして電圧サンプル値を取得するための第一の電
圧サンプル回路１０６２とを備える。
【０１５７】
　好ましくは、第一の電流サンプル回路１０６１は、第二の整流ユニット１０４の第一の
出力端子に接続する抵抗（検流抵抗）の電圧をサンプリングすることで、第二の整流ユニ
ット１０４により出力される電流をサンプリングする。第一の電圧サンプル回路１０６２
は、第二の整流ユニット１０４の第一の出力端子と第二の出力端子との間の電圧をサンプ
リングすることで、第二の整流ユニット１０４により出力された電圧をサンプリングする
。
【０１５８】
　本発明の１つの実施例において、図１１に示すように、第一の電圧サンプル回路１０６
２は、第三のパルス波形の電圧のピーク電圧をサンプリングして記憶するためのピーク電
圧サンプル記憶ユニットと、第三のパルス波形の電圧のゼロクロス点をサンプリングする
ゼロクロスサンプリングユニットと、ゼロクロス点においてピーク電圧サンプル記憶ユニ
ットの電圧を放電する放電ユニットと、ピーク電圧サンプル記憶ユニットのピーク電圧を
サンプリングすることによって、電圧サンプル値を取得するADサンプリングユニットとを
備える。
【０１５９】
　第一の電圧サンプル回路１０６２には、ピーク電圧サンプル記憶ユニット、ゼロクロス
サンプリングユニット、放電ユニット及びADサンプリングユニットを設置することで、第
二の整流ユニット１０４により出力された電圧を高精度でサンプリングすることを実現し
、電圧サンプル値と第一のパルス波形の電圧との同期を保障し、即ち、位相が同期で、幅
の変化傾向が一致である。
【０１６０】
　本発明の１つの実施例において、図１２に示すように、電源アダプタ１は、第一のパル
ス波形の電圧をサンプリングし、制御ユニット１０７に接続するための第二の電圧サンプ
ル回路１１４を備える。第二の電圧サンプル回路１１４によりサンプリングされた電圧値
が第一の所定電圧値より大きい場合、制御ユニット１０７は、スイッチユニット１０２を
制御して第一の所定時間を始めさせることで、第一のパルス波形のサージ電圧、ピーク電
圧等に対して放電する。
【０１６１】
　図１２に示すように、第二の電圧サンプル回路１１４は、第一の整流ユニット１０１の
第一の出力端子及び第二の出力端子に接続することで、第一のパルス波形の電圧をサンプ
リングする。制御ユニット１０７は、第二の電圧サンプル回路１１４によりサンプリング
された電圧値を判断し、第二の電圧サンプル回路１１４によりサンプリングされた電圧値
が第一の所定電圧値より大きい場合、電源アダプタ１が雷干渉を受けてサージ電圧が生じ
たことを意味し、サージ電圧を放電し、充電の安全性及び信頼性を保障する必要がある。
制御ユニット１０７は、スイッチユニット１０２がある程度オンになるように制御し、放
電通路が形成され、雷干渉により生じたサージ電圧が放電され、電源アダプタにより端末
を充電する際に生じた雷干渉による影響が防止され、端末を充電する際の安全性及び信頼
性を有効的に高めることができる。なお、第一の所定電圧値は、実際の状況に基づいて定
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めることができる。
【０１６２】
　本発明の１つの実施例において、電源アダプタにより端末２の電池２０２を充電するプ
ロセスにおいて、制御ユニット１０７は、サンプリングユニット１０６によりサンプリン
グされた電圧値が第二の所定電圧値より大きい場合、スイッチユニット１０２がオフにな
るように制御する。即ち、制御ユニット１０７は、サンプリングユニット１０６によりサ
ンプリングされた電圧値を判断し、当該電圧値が第二の所定電圧値より大きい場合、電源
アダプタ１により出力された電圧が高すぎると判断し、スイッチユニット１０２がオフに
なるように制御し、電源アダプタ１により端末２の電池２０２を充電することを停止する
。つまり、制御ユニット１０７は、スイッチユニット１０２がオフになるように制御する
ことで、電源アダプタ１の過電圧保護を実現し、充電の安全性を保障することができる。
【０１６３】
　本発明の１つの実施例において、前記コントローラ２０４は、前記制御ユニット１０７
と双方向通信を行うことで、前記サンプリングユニット１０６によりサンプリングされた
電圧値を取得し（図１３及び図１４）、当該電圧値が第二の所定電圧値より大きい場合、
前記充電制御スイッチ２０３がオフになるように制御し、即ち、端末２により充電制御ス
イッチ２０３がオフにされ、電池２０２への充電プロセスが停止され、充電の安全性を保
障する。
【０１６４】
　また、制御ユニット１０７は、サンプリングユニット１０６によりサンプリングされた
電流値が所定電流値より大きい場合、スイッチユニット１０２がオフになるように制御す
る。即ち、制御ユニット１０７は、サンプリングユニット１０６によりサンプリングされ
た電流値を判断し、当該電流値が所定電流値より大きい場合、電源アダプタ１により出力
された電流が大きすぎると判断し、スイッチユニット１０２がオフになるように制御する
ことで、電源アダプタ１により端末を充電することを停止する。即ち、制御ユニット１０
７は、スイッチユニット１０２がオフになるように制御することで、電源アダプタ１の過
電流保護を実現し、充電の安全性を保障する。
【０１６５】
　同じく、前記コントローラ２０４は、前記制御ユニット１０７と双方向通信を行うこと
で、サンプリングユニット１０６によりサンプリングされた電流値を取得し（図１３及び
図１４）、当該電流値が所定電流値より大きい場合、前記充電制御スイッチ２０３がオフ
になるように制御し、即ち、端末２により充電制御スイッチ２０３をオフにさせることで
、電池２０２の充電プロセスを停止させ、充電の安全性を保障する。
【０１６６】
　第二の所定電圧値及び所定電流値は、いずれも実際の状況に基づいて制御ユニットのメ
モリ（例えば、マイクロ制御プロセッサMCUを１つの例として挙げられる電源アダプタ１
の制御ユニット１０７である）に設定する又は書き込むことができる。
【０１６７】
　本発明の実施例において、端末は、携帯電話のような移動端末、チャージベビー（char
ge baby）のようなモバイル電源、マルティメディアプレーヤー、ノードパソコン、ウェ
アラブル式装置等であっても良い。
【０１６８】
　本発明の実施例による端末用の充電システムにおいては、電源アダプタにより第三のパ
ルス波形の電圧を出力し、電源アダプタにより出力された第三のパルス波形の電圧を端末
の電池に直接に印加することを制御することで、パルスの出力電圧／電流により電池に直
接に急速充電することを実現する。また、パルスの出力電圧／電流が周期的に変わり、伝
統的な定電圧、定電流に比べ、リチウム電池のリチウム沈殿の現象が低減され、電池の使
用寿命を高めることができる。また、充電インターフェースの触点のアークの確率及び強
度が低減され、充電インターフェースの寿命を高めることができ、電池の極性化効果が低
減され、充電スピードが高まり、電池の発熱が減り、端末を充電する際の安全性及び信頼
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性を保障することができる。また、電源アダプタにより出力されたのは、パルス波形の電
圧であり、電源アダプタに電解コンデンサーを設置する必要がなくなったので、電源アダ
プタの簡単化、小型化を実現し、コストを大幅に低減することができる。
【０１６９】
　また、本発明の実施例は、入力された交流を整流することによって、第一のパルス波形
の電圧を出力する第一の整流ユニットと、制御信号に基づいて前記第一のパルス波形の電
圧を変調するスイッチユニットと、変調後の前記第一のパルス波形の電圧に基づいて第二
のパルス波形の電圧を出力するトランスと、
前記第二のパルス波形の電圧を整流して第三のパルス波形の電圧を出力する第二の整流ユ
ニットと、前記第二の整流ユニットに接続し、前記電池に接続する、端末の第二の充電イ
ンターフェースに接続されている場合、前記第二の充電インターフェースにより前記第三
のパルス波形の電圧が前記端末の電池に印加されるための第一の充電インターフェースと
、前記第二の整流ユニットにより出力される電圧及び／又は電流をサンプリングすること
によって、電圧サンプル値及び／又は電流サンプル値を取得するサンプリングユニットと
、前記サンプリングユニット及び前記スイッチユニットのそれぞれに接続し、前記制御信
号を前記スイッチユニットに出力し、前記電圧サンプル値及び／又は電流サンプル値に基
づいて、前記制御信号のデューティ比を調整することで、前記第三のパルス波形の電圧が
前記端末の充電要求を満たすようにする制御ユニットとを備える電源アダプタを提供する
。
【０１７０】
　本発明の実施例の電源アダプタにおいては、第一の充電インターフェースにより第三の
パルス波形の電圧を出力し、端末の第二の充電インターフェースにより第三のパルス波形
の電圧が端末の電池に直接に印加されることで、パルスの出力電圧及び／又は電流で電池
に急速充電することを実現する。また、パルスの出力電圧及び／又は電流が周期的に変わ
り、伝統的な定電圧、定電流に比べ、リチウム電池のリチウム沈殿の現象が低減され、電
池の使用寿命を高めることができる。また、充電インターフェースの触点のアークの確率
及び強度が低減され、充電インターフェースの寿命を高めることができ、電池の極性化効
果が低減され、充電スピードが高まり、電池の発熱が減り、端末を充電する際の安全性及
び信頼性を保障することができる。また、電源アダプタにより出力されたのは、パルス波
形の電圧であり、電解コンデンサーを設置する必要がなくなったので、電源アダプタの簡
単化、小型化を実現することができ、コストを大幅に低減することができる。
【０１７１】
　以下、前記電源アダプタにより実行することが可能な本発明の方法実施例を説明する。
なお、詳しく説明しない部分について、上述した記載に説明した各装置の実施例を参照し
ても良い。
【０１７２】
　本発明の実施例による端末の充電方法は、充電プロセスにおいては、入力された交流を
整流して第一のパルス波形の電圧を出力するステップ１と、第一の整流ユニットにより出
力された前記第一のパルス波形の電圧を受け取って次段にカップリングすることで、前記
電源アダプタの出力電圧を生成するステップ２とを備える。
【０１７３】
　本発明の実施例において、電源アダプタには、初段の整流用の液体アルミニウム電解コ
ンデンサーを設置せず、整流後に生成された第一のパルス波形の電圧を直接にスイッチユ
ニット及びトランスに注入するので、アダプタの体積を減らすことができる。また、初段
の液体アルミニウム電解コンデンサー
は、使用寿命が比較的短く、破裂しやすいので、設置しないことで、アダプタの使用寿命
及び安全性を大幅に高めることができる。
【０１７４】
　好ましくは、幾つかの実施例においては、ステップ１は、電源アダプタの第一の充電イ
ンターフェースが前記端末の第二の充電インターフェースに接続されている場合、入力さ
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れた交流を１次整流して第一のパルス波形の電圧を出力することを含んでも良い。ステッ
プ２は、スイッチユニットを制御することで、前記第一のパルス波形の電圧を変調し、ト
ランスにより変換することで、第二のパルス波形の電圧を出力することを含んでも良い。
【０１７５】
　図１５は、本発明の実施例による端末用の充電方法の流れ図である。図１５に示すよう
に、当該端末用の充電方法は、電源アダプタの第一の充電インターフェースが端末の第二
の充電インターフェースに接続されている場合、電源アダプタに入力された交流を１次整
流して第一のパルス波形の電圧を出力するS1と、制御ユニットを制御して第一のパルス波
形の電圧を変調し、トランスにより変換することで第二のパルス波形の電圧を出力するS2
と、第二の整流波形の電圧を２次整流して第三のパルス波形の電圧を出力し、第二の充電
インターフェースにより第三のパルス波形の電圧が端末の電池に印加されることで、端末
の電池を充電することを実現するS3と、２次整流した後の電圧及び／又は電流をサンプリ
ングすることで、電圧サンプル値及び／又は電流サンプル値を取得するS4と、電圧サンプ
ル値及び／又は電流サンプル値に基づいてスイッチユニットの制御信号のデューティ比を
調整することで、第三のパルス波形の電圧が充電の要求を満たすS5と
を備える。なお、S１においては、電源アダプタの第一の整流ユニットにより入力された
交流（例えば、２２０V、５０Hz又は６０Hzのような市電力である）の市電力を整流し、
第一のパルス波形の電圧（例えば、１００Hz又は１２０Hzである）の半周期正弦波を出力
する。S2においては、スイッチユニットは、ＭＯＳトランジスタにより構成され、ＭＯＳ
トランジスタに対してPWM制御を行うことで、半周期正弦波の電圧に対して不連続波の変
調を行う。そして、トランスにより変調された第一のパルス波形の電圧を次段にカップリ
ングし、次段巻線により第二のパルス波形の電圧を出力する。本発明の実施例においては
、高周波トランスにより変換し、トランスの体積がとても小さくても良く、電源アダプタ
ののハイパワー、小型化の設計を実現することができる。S３においては、本発明の１つ
の実施例においては、ダイオード又はＭＯＳトランジスタにより構成される第二の整流ユ
ニットで第二のパルス波形の電圧を２次整流し、次段同期整流を実現し、変調後の第一の
パルス波形と第三のパルス波形が同期になる。
【０１７６】
　なお、第三のパルス波形の電圧が充電の要求を満たすとは、第三のパルス波形の電圧及
び電流が電池を充電する時の充電電圧及び充電電流を満たす必要があることを意味する。
つまり、サンプリングした、電源アダプタにより出力された電圧及び／又は電流に基づい
てPWM信号のような制御信号のデューティ比を調整し、電源アダプタの出力をリアルタイ
ムで調整し、閉ループ調整制御を実現する。従って、第三のパルス波形の電圧が端末の充
電要求を満たし、電池が安全で効率よく充電されることを保障することができる。具体的
には、図３に示すように、PWM信号のデューティ比により電池に出力される充電電圧波形
を調整し、図４に示すように、PWM信号のデューティ比により電池に出力される充電電流
波形を調整する。
【０１７７】
　よって、本発明の実施例においては、スイッチユニットを制御してフルブリッジ整流後
の第一のパルス波形の電圧である半周期正弦波の電圧に対してPWMの不連続周波数変調を
行い、高周波トランスに送られ、高周波トランスにより初段から次段にカップリングされ
、同期整流が行われた後に半周期正弦波の電圧／電流に戻り、端末の電池に直接に送られ
、電池の急速充電を実現する。半周期正弦波の電圧幅は、PWM信号のデューティ比により
調整することができ、電源アダプタの出力が電池の充電要求を満たすことを実現する。従
って、電源アダプタの初段、次段に電解コンデンサーを設置せず、半周期正弦波の電圧に
より電池を直接に充電することができるので、電源アダプタの体積を縮小して小型化を実
現することができ、コストを大幅に低減することができる。
【０１７８】
　本発明の１つの実施例においては、電圧サンプル値及び／又は電流サンプル値に基づい
て制御信号の周波数を調整し、即ち、スイッチユニットへ出力するPWM信号をある程度出
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力し続けた後に出力を停止し、停止すべき所定時間の経過後に再びPWM信号を出力するこ
とで、電池に印加される電圧が断続的で、電池を断続的に充電することを実現し、電池へ
連続充電する際に生じた発熱による安全上の問題を避けることができ、電池を充電する信
頼性及び安全性を高めることができる。図５は、スイッチユニットに出力する制御信号を
示している。
【０１７９】
　また、前記端末用の充電方法は、第一の充電インターフェースを介して端末と通信を行
うことで、端末の状態情報を取得し、端末の状態情報、電圧サンプル値及び／又は電流サ
ンプル値に基づいて制御信号のデューティ比を調整する。
【０１８０】
　つまり、第二の充電インターフェースと第一の充電インターフェースが接続されている
場合、電源アダプタと端末は、互いに通信クエリインストラクションを送り合い、相応す
る応答インストラクションを受け取った後に、通信による接続ができ、端末の状態情報を
取得することができるので、端末とは、充電モード及び充電パラメータ（例えば、充電電
流、充電電圧）についての相談ができ、充電プロセスを制御することができる。
【０１８１】
　本発明の１つの実施例においては、トランスによる変換で第四のパルス波形の電圧を生
成し、第四のパルス波形の電圧を検出して電圧検出値を生成するので、電圧検出値に基づ
いて制御信号のデューティ比を調整する。
【０１８２】
　具体的には、トランスには、変調後の第一のパルス波形の電圧に基づいて第四のパルス
波形の電圧を生成するための補助巻線が更に設置されている。第四のパルス波形の電圧を
検出することで、電源アダプタの出力電圧を反映することができるので、電圧検出値に基
づいて制御信号のデューティ比を調整することで、電源アダプタの出力が電池の充電要求
を満たすことができる。
【０１８３】
　本発明の１つの実施例においては、２次整流後の電圧をサンプリングすることで、電圧
サンプル値を取得することは、前記２次整流後の電圧のピーク電圧をサンプリングして記
憶し、前記２次整流後の電圧のゼロクロス点をサンプリングし、前記ゼロクロス点におい
て前記ピーク電圧をサンプリングして記憶するピーク電圧サンプル記憶ユニットが放電し
、前記ピーク電圧サンプル記憶ユニットのピーク電圧をサンプリングすることによって、
前記電圧サンプル値を取得することを含む。よって、電源アダプタにより出力された電圧
を正確にサンプリングし、電圧サンプル値と第一のパルス波形の電圧が同期であることを
保障し、即ち、位相及び幅の変化傾向が一致である。
【０１８４】
また、本発明の１つの実施例における前記端末用の充電方法は、前記第一のパルス波形の
電圧をサンプリングし、サンプリングされた電圧値が第一の所定電圧値より大きい場合、
前記スイッチユニットを制御して第一の所定時間を始めさせて第一のパルス波形のサージ
電圧を放電することを含む。
【０１８５】
　第一のパルス波形の電圧をサンプリングし、サンプリングされた電圧値を判断し、当該
電圧値が第一の所定電圧値より大きい場合、電源アダプタが雷干渉を受けてサージ電圧が
生じてしまうことを意味するので、サージ電圧を放電し、充電の安全性及び信頼性を保障
する必要がある。制御ユニットは、スイッチユニットがある程度オンになるように制御す
ると、放電通路が形成され、落雷により生じたサージ電圧が放電され、電源アダプタによ
り端末を充電する際に雷干渉による影響が防止され、端末を充電する際の安全性及び信頼
性を有効的に高めることができる。第一の所定電圧値は、実際の状況に基づいて定めるこ
とができる。
【０１８６】
　本発明の１つの実施例においては、第一の充電インターフェースを介して端末と通信を
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行うことで、急速充電モード及び普通充電モードを含む充電モードを決め、充電モードが
急速充電モードに決められた場合、端末の状態情報に基づいて急速充電モードに対応する
充電電流及び／又は充電電圧を取得し、急速充電モードに対応する充電電流及び／又は充
電電圧に基づいて制御信号のデューティ比を調整する。
【０１８７】
　現在充電モードが急速充電モードに決められた場合、電池の電圧、電気量、温度、端末
の運転パラメータ、端末による実行するアプリケーションプログラムの電気消費情報等の
取得した端末の状態情報に基づいて、急速充電モードに対応する充電電流及び／又は充電
電圧を取得し、取得した充電電流及び／又は充電電圧に基づいて制御信号のデューティ比
を調整することで、電源アダプタの出力が充電の要求を満たし、電池への急速充電を実現
する。
【０１８８】
　端末の状態情報は、電池の温度を含む。また、前記電池の温度が第一の所定温度閾値よ
り大きい又は前記電池の温度が第二の所定温度閾値より小さい場合、現在の充電モードが
急速充電モードであれば、急速充電モードが普通充電モードに切り替えられ、前記第一の
所定温度閾値が前記第二の所定温度閾値より大きい。即ち、電池の温度が低すぎても（例
えば、第二の所定温度閾値より小さい）、高すぎても（例えば、第一の所定温度閾値より
大きい）、急速充電するのに相応しくないので、急速充電モードを普通充電モードに切り
替える必要がある。本発明の実施例において、第一の所定温度閾値及び第二の所定温度閾
値については、実際の状況に基づいて定めることができる。
【０１８９】
　本発明の１つの実施例においては、前記電池の温度が所定高温保護閾値より大きいとき
、前記スイッチユニットがオフになるように制御し、即ち、電池の温度が高温保護閾値を
超えたとき、高温保護策略を採用する必要があり、スイッチユニットがオフになるように
制御され、電源アダプタにより電池を充電することが停止され、電池の高温保護が実現さ
れ、充電の安全性が高まる。前記高温保護閾値は、前記第一の温度閾値と異なっても良く
、同じであっても良い。好ましくは、前記高温保護閾値が前記第一の温度閾値より大きい
。
【０１９０】
　本発明のもう１つの実施例において、前記端末は、前記電池の温度を取得し、前記電池
の温度が所定高温保護閾値より大きい場合、前記電池への充電を停止するように制御し、
即ち、端末により充電制御スイッチをオフにすることで、電池の充電プロセスを停止し、
充電の安全性を保障する。
【０１９１】
　また、本発明のもう１つの実施例において、当該端末用の充電方法は、前記第一の充電
インターフェースの温度を取得し、前記第一の充電インターフェースの温度が所定保護温
度より高い場合、前記スイッチユニットがオフになるように制御することを更に含む。即
ち、充電インターフェースの温度が一定の温度を超えた場合、制御ユニットも高温保護策
略を実行する必要があり、スイッチユニットがオフになるように制御し、電源アダプタに
より電池を充電することを停止するので、充電インターフェースの高温保護が実現され、
充電の安全性が高まる。
【０１９２】
　電源アダプタにより電池を充電するプロセスにおいては、電圧サンプル値が第二の所定
電圧値より大きい場合、スイッチユニットがオフになるように制御する。即ち、電源アダ
プタにより電池を充電するプロセスにおいては、電圧サンプル値を判断し、電圧サンプル
値が第二の所定電圧値より大きい場合、電源アダプタにより出力された電圧が高すぎるこ
とを意味し、スイッチユニットがオフになるように制御することで、電源アダプタにより
電池を充電することが停止されるので、電源アダプタの過電圧保護を実現し、充電の安全
性を保障することができる。
【０１９３】
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　本発明の１つの実施例においては、前記端末は、前記第二の充電インターフェースを介
して前記電源アダプタと双方向通信を行うことによって、前記電圧サンプル値を取得し、
前記電圧サンプル値が第二の所定電圧値より大きい場合、前記電池を充電することを停止
するように制御する。即ち、端末により充電制御スイッチをオフにすることで、電池の充
電プロセスを停止し、充電の安全性を保障する。
【０１９４】
　本発明の１つの実施例において、電源アダプタにより端末を充電するプロセスにおいて
は、前記電流サンプル値が所定電流値より大きい場合、前記スイッチユニットがオフにな
るように制御し、即ち、電源アダプタにより端末を充電するプロセスにおいては、電流サ
ンプル値を判断し、電流サンプル値が所定電流値より大きい場合、電源アダプタにより出
力された電流が大きすぎることを意味し、スイッチユニットがオフになるように制御する
ことで、電源アダプタにより端末を充電することを停止するので、電源アダプタの過電流
保護を実現し、充電の安全性を保障する。
【０１９５】
　同じく、前記端末は、前記第二の充電インターフェースを介して前記電源アダプタと双
方向通信を行うことによって、前記電流サンプル値を取得し、前記電流サンプル値が所定
電流値より大きい場合、前記電池を充電することを停止するように制御する。即ち、端末
により充電制御スイッチをオフにすることで、電池の充電プロセスを停止し、充電の安全
性を保障する。
【０１９６】
　第二の所定電圧値と所定電流値は、何れも実際の状況に基づいて定めることができる。
【０１９７】
　本発明の実施例において、前記端末の状態情報は、前記電池の電気量、前記電池の温度
、前記端末の電圧／電流、前記端末のインターフェース情報、前記端末の通路インピーダ
ンスの情報等を含む。
【０１９８】
　具体的には、前記電源アダプタは、端末とユニバーサル・シリアル・バス（Universal 
Serial Bus、USB）のインターフェースにより接続し、当該USBインターフェースは、普通
のUSBインターフェースであっても良く、micro USBインターフェースであっても良い。US
Bインターフェースのデータ線である第一の充電インターフェースのデータ線は、前記電
源アダプタと前記端末が双方向通信を行うために用いられ、USBインターフェースのD＋線
及び／又はD-線であっても良い。双方向通信とは、所謂電源アダプタと端末が双方の情報
交換を行うことを意味する。
【０１９９】
　前記電源アダプタは、USBインターフェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信
を行うことで、前記急速充電モードで前記端末を充電することを決める。
【０２００】
　好ましくは、１つの実施例において、前記電源アダプタは、前記第一の充電インターフ
ェースを介して前記端末と双方向通信を行うことによって、前記急速充電モードで前記端
末を充電することを決めたとき、前記急速充電モードをオンにするかどうかを前記端末に
尋ねるための第一のインストラクションを前記端末に送り、前記端末が前記急速充電モー
ドをオンにすることを同意することを示すための第一のインストラクションの応答インス
トラクションを前記端末から受け取る。
【０２０１】
　好ましくは、１つの実施例において、前記電源アダプタは、前記端末に前記第一のイン
ストラクションを送る前に、前記普通充電モードで前記電源アダプタにより前記端末を充
電し、前記普通充電モードの充電時間が所定閾値より長いと確認されると、前記電源アダ
プタは、前記端末に前記第一のインストラクションを送る。
【０２０２】
　前記電源アダプタは、前記普通充電モードの充電時間が所定閾値より大きいと確認した
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後、自らが電源アダプタであることが既に端末に認識されたと判断し、急速尋ね通信を始
めても良いと理解されたい。
【０２０３】
　好ましくは、１つの実施例においては、前記スイッチユニットを制御することによって
、前記電源アダプタが充電電流を前記急速充電モードに対応する充電電流に調整すること
を制御し、前記急速充電モードに対応する充電電流で前記端末を充電する前に、前記第一
の充電インターフェースを介して前記端末と双方向通信を行うことによって、前記急速充
電モードに対応する充電電圧を決め、前記電源アダプタが充電電圧を前記急速充電モード
に対応する充電電圧に調整することを制御する。
【０２０４】
　好ましくは、１つの実施例においては、前記第一の充電インターフェースを介して前記
端末と双方向通信を行うことによって、前記急速充電モードに対応する充電電圧を決める
ことは、前記電源アダプタは、その現在の出力電圧が前記急速充電モードの充電電圧とさ
れることが適切かどうかを尋ねるための第二のインストラクションを前記端末に送り、前
記端末により送られた、前記電源アダプタの現在の出力電圧が適切、やや高い又はやや低
いことを示すための前記第二のインストラクションの応答インストラクションを受け取り
、前記第二のインストラクションの応答インストラクションに基づいて前記急速充電モー
ドの充電電圧を決めることを含む。
【０２０５】
　好ましくは、１つの実施例においては、前記電源アダプタが充電電流を前記急速充電モ
ードに対応する充電電流に調整することを制御する前に、前記第一の充電インターフェー
スを介して前記端末と双方向通信を行うことによって、前記急速充電モードに対応する充
電電流を決める。
【０２０６】
　好ましくは、１つの実施例においては、前記第一の充電インターフェースを介して前記
端末と双方向通信を行うことによって、前記急速充電モードに対応する充電電流を決める
ことは、前記電源アダプタは、前記端末が現在サポートする最大の充電電流を尋ねるため
の第三のインストラクションを前記端末に送り、前記端末により送られた、前記端末が現
在サポートする最大の充電電流を示すための前記第三のインストラクションの応答インス
トラクションを受け取り、前記第三のインストラクションの応答インストラクションに基
づいて前記急速充電モードの充電電流を決めることを含む。
【０２０７】
　前記電源アダプタは、前記最大充電電流を急速充電モードの充電電流に直接に決めても
良く、充電電流を当該最大充電電流より小さい１つの電流値に設定しても良い。
【０２０８】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記急速充電モードで、前記電源アダプタによる
前記端末を充電するプロセスにおいて、前記第一の充電インターフェースを介して前記端
末と双方向通信を行うことによって、前記スイッチユニットを制御して前記電源アダプタ
により電池に出力される充電電流を調整し続ける。
【０２０９】
　電源アダプタは、端末の電池電圧、電池電気量等の端末の現在状態情報を尋ね続けるこ
とで、充電電流を調整し続ける。
【０２１０】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記第一の充電インターフェースを介して前記端
末と双方向通信を行うことによって、前記スイッチユニットを制御して前記電源アダプタ
により電池に出力される充電電流を調整し続けることは、前記電源アダプタは、前記端末
内の電池の現在電圧を尋ねるための第四のインストラクションを前記端末に送り、前記端
末により送られた、前記端末内の電池の現在電圧を示すための第四のインストラクション
の応答インストラクションを受け取り、前記電池の現在電圧に基づいて、前記スイッチユ
ニットを制御することで前記充電電流を調整することを含む。
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【０２１１】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記電池の現在電圧に基づいて、前記スイッチユ
ニットを制御して前記充電電流を調整することは、前記電池の現在電圧及び電池の所定電
圧値と充電電流値の対応関係に基づいて、前記スイッチユニットを制御して前記電源アダ
プタにより電池に出力される充電電流を前記電池の現在電圧に対応する充電電流値に調整
することを含む。
【０２１２】
　具体的には、電源アダプタは、電池電圧値と充電電流値の対応関係を予め記憶しても良
い。
【０２１３】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記急速充電モードで、前記電源アダプタによる
前記端末を充電するプロセスにおいて、前記第一の充電インターフェースを介して前記端
末と双方向通信を行うことによって、前記第一の充電インターフェースと前記第二の充電
インターフェースによる接触不良が存在するかどうかを確認し、接触不良が存在すると確
認された場合、前記電源アダプタが前記急速充電モードを終了することを制御する。
【０２１４】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記第一の充電インターフェースと前記第二の充
電インターフェースによる接触不良が存在するかどうかが確認される前に、前記電源アダ
プタは、前記端末から前記端末の通路インピーダンスを示す情報を受け取り、前記端末内
の電池の電圧を尋ねるための第四のインストラクションを前記端末に送り、前記端末によ
り送られた、前記端末内の電池の電圧を示すための第四のインストラクションの応答イン
ストラクションを受け取り、前記電源アダプタの出力電圧及び前記電池の電圧に基づいて
前記電源アダプタから前記電池までの通路インピーダンスを決め、前記電源アダプタから
前記電池までの通路インピーダンス、前記端末の通路インピーダンス及び前記電源アダプ
タと前記端末との間の充電回路の通路インピーダンスに基づいて、前記第一の充電インタ
ーフェースと前記第二の充電インターフェースが接触不良であるかどうかを確認する。
【０２１５】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記電源アダプタが前記急速充電モードを終了す
ることを制御する前に、前記第一の充電インターフェースと前記第二の充電インターフェ
ースが接触不良であることを示す第五のインストラクションを端末に送る。
【０２１６】
　前記電源アダプタは、第五のインストラクションを送ったら、急速充電モードを終了す
る又はリセットする。
【０２１７】
　以上、電源アダプタの角度から本発明の実施例の急速充電プロセスを詳しく説明したが
、以下、端末の角度から本発明の実施例の急速充電プロセスを詳しく説明する。
【０２１８】
　本発明の実施例において、前記端末は、普通充電モード及び急速充電モードをサポート
し、前記急速充電モードの充電電流が前記普通充電モードの充電電流より大きい。また、
前記端末は、前記第二の充電インターフェースと前記電源アダプタが双方向通信を行うこ
とによって、前記電源アダプタは、前記急速充電モードで前記端末を充電することを決め
、前記急速充電モードに対応する充電電流で出力することで、前記端末内の電池を充電す
る。
【０２１９】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記端末は、前記第二の充電インターフェースを
介して前記端末と双方向通信を行うことにより、前記電源アダプタにより前記急速充電モ
ードで前記端末を充電することを決めることは、前記端末は、前記電源アダプタから送ら
れた、前記急速充電モードをオンにするかどうかを前記端末に尋ねるための第一のインス
トラクションを受け取り、前記端末が前記急速充電モードをオンにすることを同意するこ
とを示すための第一のインストラクションの応答インストラクションを前記電源アダプタ
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に送ることを含む。
【０２２０】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記端末は、前記電源アダプタから送られた第一
のインストラクションを受け取る前に、前記普通充電モードで前記電源アダプタから充電
され、前記電源アダプタは、前記普通充電モードの充電時間が所定閾値より大きいと確認
した後、前記電源アダプタから送られた第一のインストラクションを受け取る。
【０２２１】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記電源アダプタは、前記急速充電モードに対応
する充電電流に基づいて出力し、前記端末内の電池を充電する前に、前記端末は、前記第
二の充電インターフェースを介して前記端末と双方向通信を行うことによって、前記電源
アダプタは、前記急速充電モードに対応する充電電圧を決める。
【０２２２】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記端末は、前記第二の充電インターフェースを
介して前記電源アダプタと双方向通信を行うことによって、前記電源アダプタにより前記
急速充電モードに対応する充電電圧を決めることは、前記端末は、前記電源アダプタから
送られた、前記電源アダプタの現在の出力電圧が前記急速充電モードの充電電圧とされる
ことが適切かどうかを尋ねるための第二のインストラクションを受け取り、前記電源アダ
プタの現在の出力電圧が適切、やや高い又はやや低いことを示すための前記第二のインス
トラクションの応答インストラクションを前記電源アダプタに送ることを含む。
【０２２３】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記端末は、前記電源アダプタから前記急速充電
モードに対応する充電電流を受け取り、前記電源アダプタにより前記端末内の電池を充電
される前に、前記第二の充電インターフェースを介して前記端末と双方向通信を行うこと
によって、前記急速充電モードに対応する充電電流を決める。
【０２２４】
　前記端末は、前記第二一の充電インターフェースと前記端末が双方向通信を行うことに
よって、前記電源アダプタにより前記急速充電モードに対応する充電電流を決めることは
、前記電源アダプタから送られた、前記端末が現在サポートする最大の充電電流を尋ねる
ための第三のインストラクションを受け取り、前記端末が現在サポートする最大の充電電
流を示すための前記第三のインストラクションの応答インストラクションを前記電源アダ
プタに送ることで、前記電源アダプタは、前記最大の充電電流に基づいて前記急速充電モ
ードに対応する充電電流を決めることを含む。
【０２２５】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記急速充電モードで、前記電源アダプタによる
前記端末を充電するプロセスにおいて、前記端末は、前記第二の充電インターフェースを
介して前記電源アダプタと双方向通信を行うことによって、前記電源アダプタが自らから
電池へ出力する充電電流を調整し続ける。
【０２２６】
　前記端末は、前記第二の充電インターフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信
を行うことによって、前記電源アダプタが自らから電池へ出力する充電電流を調整し続け
ることは、前記端末は、前記電源アダプタから送られた、前記端末内の電池の現在電圧を
尋ねるための第四のインストラクションを受け取り、前記端末内の電池の現在電圧を示す
ための第四のインストラクションの応答インストラクションを前記電源アダプタに送り、
前記電池の現在電圧に基づいて前記電源アダプタによる電池へ出力する充電電流を調整し
続けることを含む。
【０２２７】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記電源アダプタは、前記急速充電モードで前記
端末を充電するプロセスにおいて、前記端末は、前記第二の充電インターフェース介して
前記電源アダプタと双方向通信を行うことによって、前記第一の充電インターフェースと
前記第二の充電インターフェースによる接触不良が存在するかどうかを確認する。
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【０２２８】
　前記端末は、前記第二の充電インターフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信
を行うことによって、前記第一の充電インターフェースと前記第二の充電インターフェー
スによる接触不良が存在するかどうかを確認することは、前記端末は、前記電源アダプタ
から送られた、前記端末内の電池の現在電圧を尋ねるための第四のインストラクションを
受け取り、前記端末内の電池の現在電圧を示す第四のインストラクションの応答インスト
ラクションを前記電源アダプタに送ることで、前記電源アダプタは、自らの出力電圧及び
前記電池の現在電圧に基づいて、前記第一の充電インターフェースと前記第二の充電イン
ターフェースによる接触不良が存在するかどうかを確認することを含む。
【０２２９】
　好ましくは、１つの実施例としては、前記端末は、前記電源アダプタから送られた、前
記第一の充電インターフェースと前記第二の充電インターフェースによる接触不良を示す
ための第五のインストラクションを受け取る。
【０２３０】
　急速充電モードをオンにして使うために、前記電源アダプタと端末は、急速充電通信プ
ロセスを採用し、一回又は複数回のハンドシェイキングが成立することで、電池の急速充
電を実現する。以下、図６を参照しながら、本発明の実施例による急速充電通信プロセス
及び急速充電プロセスに含まれる各ステップを詳しく説明する。図６に示されている通信
ステップ又は操作は、例に過ぎず、本発明の実施例は、他の操作又は図６の各操作の変形
を含む。また、図６の各ステップは、図６に示されている順序と異なる順序で行っても良
く、図６の全ての操作を必ずしも行わなくても良い。
【０２３１】
　本発明の実施例の端末用の充電方法では、前記電源アダプタは、充電の要求を満たす第
三のパルス波形の電圧を出力するように制御し、電源アダプタにより出力された第三のパ
ルス波形の電圧が直接に端末の電池に印加されることで、パルス波形の出力電圧／電流を
電池に直接に急速充電することを実現する。パルス波形の出力電圧／電流が周期的に変わ
り、伝統的な定電圧、定電流に比べ、リチウム電池のリチウム沈殿の現象が低減され、電
池の使用寿命を高めることができる。また、充電インターフェースの触点のアークの確率
及び強度が低減され、充電インターフェースの寿命を高めることができ、電池の極性化効
果が低減され、充電スピードが高まり、電池の発熱が減り、端末を充電する際の安全性及
び信頼性を保障することができる。また、電源アダプタにより出力されたのは、パルス波
形の電圧であり、電源アダプタに電解コンデンサーを設置する必要がなくなったので、電
源アダプタの簡単化、小型化を実現し、コストを大幅に低減することができる。
【０２３２】
　本発明の記載においては、本発明を分かりやすく簡略に説明するために、用語「中心」
、「縦方向」、「横方向」、「長さ」、「幅」、「厚さ」、「上」、「下」、「前」、「
後」、「左」、「右」、「垂直」、「水平」、「トップ」、「底」、「内」、「外」、「
時計回り」、「反時計回り」、「軸方向」、「径方向」、「円周方向」等が示す方向又は
位置関係は、図面に示す方向又は位置関係であり、装置又は素子が特定の方向、特定の方
向にある構造及び操作を有しないといけないことを意味しない又は示さないので、本発明
を制限しないと理解されたい。
【０２３３】
　また、用語「第一」、「第二」は、説明の目的だけに用いられ、比較的な重要性を示す
又は暗示する又は説明する技術特徴の数を意味すると理解されない。よって、「第一」、
「第二」の特徴は、少なくとも１つの当該特徴を含むことを明示又は暗示する。本発明の
説明においては、「複数」に含まれている意味は、明らかな具体的な限定がある場合を除
き、少なくとも２つであり、例えば、２つ、３つ等である。
【０２３４】
　本発明においては、明らかな規定及び限定を除き、「取り付ける」、「互いに接続する
」、「接続する」、「固定」等の用語は、広い意味で理解されたく、例えば、固定接続で
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あっても良く、着脱自在に接続されても良く、又は一体であっても良く、機械的に接続し
ても良く、電気的に接続しても良く、直接に接続しても良く、間に何かを介して間接に接
続しても良く、２つの部材の内部が連通する又は２つの部材の相互作用関係があると理解
しても良い。当業者は、具体的な状況に基づいて本発明の上述した用語の具体的な意味を
理解しても良い。
【０２３５】
　本発明において、明らかな規定及び限定を除き、第一の特徴が第二の特徴の「上」又は
「下」にあることは、第一及び第二の特徴が直接に接触されても良く、第一及び第二の特
徴が両者の間に何かを介して接触されても良い。また、第一の特徴が第二の特徴の「の上
」、「上方」、「上面」にあることは、第一の特徴が第二の特徴の真上方又は斜め上方に
ある又は第一の特徴の水平の高さが第二の特徴より高いことを意味する。第一の特徴が第
二の特徴の「の下」、「下方」、「下面」にあることは、第一の特徴が第二の特徴の真下
方又は斜め下方にある又は第一の特徴の水平の高さが第二の特徴より低いことを意味する
。
【０２３６】
　本明細書の記載において、参照用の用語「１つの実施例」、「幾つかの実施例」、「例
示する」、「具体的な例」又は「幾つかの例」等の記載は、当該実施例を参照する又は例
として挙げられた具体的な特徴、構造、材料又は特徴が本発明の少なくとも１つの実施例
又は例に含まれることを意味する。本明細書において、上述した用語で表現する意味は、
必ずしも同じ実施例又は例に対するものと限らない。また、記載の具体的な特徴、構造、
材料は、任意の１つ又は複数の実施例又は例において適切な方法で結合することができる
。また、矛盾しない限り、当業者は、本明細書に記載の異なる実施例又は例及び異なる実
施例又は例の特徴に対して結合することができる。
【０２３７】
　当業者は、本明細書の実施例に記載のそれぞれの例のユニット及びアルゴリズムのステ
ップは、ハードウェア又はコンピュータソフトウェアとハードウェアの組み合わせにより
実現することができる。これらの機能がハードウェア又はソフトウェアにより実行される
かどうかは、技術案の特別応用及び設計制限条件次第です。技術者は、それぞれの特別応
用に対して異なる方法で記載の機能を実現することができるが、このような実現は、本発
明の範囲を超えないと見なされる。
【０２３８】
　言うまでもなく、説明の便利上及び簡潔さを図るために、当業者は、上述した記載のシ
ステム、装置及びユニットによる具体的な動作プロセスについて、前記方法実施例の対応
するプロセスを参照することができ、ここでは、繰り返して説明しない。
【０２３９】
　当然ながら、本願に記載の幾つかの実施例におけるシステム、装置及び方法は、他の方
式で実現することができる。上述した内容に記載の装置の実施例は、例示するものに過ぎ
ず、前記ユニットが区画される方法は、理論上の機能で区画されるものであり、実際に行
う際、他の区画方法でも良く、例えば、複数のユニット又は設備は、他の１つのシステム
に組合わせられ又は集積されても良く、幾つかの特徴を無視し又は実行しなくても良い。
また、記載されている互いにカップリングすること又は直接にカップリングすること又は
通信による接続は、幾つかのインターフェースによって行っても良く、装置又はユニット
において間接にカップリングすること又は通信による接続は、電気、機械又は他の方法で
行っても良い。
【０２４０】
　絶縁部材として説明した前記ユニットは、物理的に絶縁するものであっても良く、そう
じゃなくても良い。ユニットとして説明する部材は、物理的なユニットじゃなくても良く
、１つの場所に位置しても良く、複数のネットワークユニットに分布しても良い。実際の
ニーズに基づいてその中の一部又は全部のユニットを選択して本実施例の目的を実現する
。
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【０２４１】
　また、本発明の各実施例の各機能ユニットは、１つの処理ユニットに集積されても良く
、各ユニットが単独で物理的に存在しても良く、２つ又は２つ以上のユニットが１つのユ
ニットに集積されても良い。
【０２４２】
　前記機能がソフトウェアとする機能ユニットの形で実現されて独立した製品として販売
又は使用される場合、コンピュータにより読み出すことが可能な記憶媒体に記憶しても良
い。このような理解に基づいて、本発明の技術案は、実質上、従来技術に貢献した部分又
は当該技術案についてソフトウェアの製品の形で示しても良く、当該コンピュータのソフ
トウェアの製品が１つの記憶媒体に記憶され、若干のインストラクションを含み、コンピ
ュータに（パーソナルコンピュータ、サーバ又はネットワーク設備等であっても良い）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。前記記憶媒体は、U
ディスク、モバイルハードディスク、リードオンリーメモリ（ROM、Read－Only　Memory
）、ランダムアクセスメモリ（RAM、Random　Access　Memory）、磁気ディスク又は光デ
ィスク等の様々なプログラムコードを記憶可能な媒体を含む。
【０２４３】
　上述した内容は、本発明の実施例を説明したが、これらの実施例は、例示するものに過
ぎず、本発明を制限しない。当業者は、本発明の精神及び原則から逸脱しない限り、上述
した実施例に対して変更、修正、置換え及び変形を行うことができる。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図１Ｄ】

【図１Ｅ】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７Ａ】
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【図７Ｂ】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】

【手続補正書】
【提出日】平成31年2月4日(2019.2.4)
【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】
電池と、
　充電プロセスにおいては、入力された交流を整流することによって、第一のパルス波形
の電圧を出力するための第一の整流ユニットと、
　制御信号に基づいて前記第一のパルス波形の電圧を変調するためのスイッチユニットと
、
　変調後の前記第一のパルス波形の電圧に基づいて第二のパルス波形の電圧を出力し、前
記第二のパルス波形の電圧を次段にカップリングするためのトランスと、
　前記次段にカップリングされた前記第二のパルス波形の電圧を整流して第三のパルス波
形の電圧を出力し、出力された前記第三のパルス波形の電圧が電池に印加されることで、
電池を充電するための第二の整流ユニットと、
　前記スイッチユニットに前記制御信号を出力し続けた後に前記制御信号の出力を停止し
、所定時間の経過後に再び前記制御信号を出力することで、前記電池を断続的に充電する
制御ユニットと、
　を備えることを特徴とする端末用の充電システム。
【請求項２】
　充電プロセスにおいて、入力された交流を整流することによって、第一のパルス波形の
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電圧を出力する第一の整流ユニットと、
　制御信号に基づいて前記第一のパルス波形の電圧を変調するためのスイッチユニットと
、
　変調後の前記第一のパルス波形の電圧に基づいて第二のパルス波形の電圧を出力するた
めのトランスと、
　前記第二のパルス波形の電圧を整流して第三のパルス波形の電圧を出力するための第二
の整流ユニットと、
　前記第二の整流ユニットに接続し、端末における、電池に接続する第二の充電インター
フェースに接続する場合、前記第二の充電インターフェースにより前記第三のパルス波形
の電圧を前記端末の電池に印加することで、前記端末の電池を充電するための第一の充電
インターフェースと、
　前記スイッチユニットに前記制御信号を出力し続けた後に前記制御信号の出力を停止し
、所定時間の経過後に再び前記制御信号を出力することで、前記電池を断続的に充電する
制御ユニットと、
　を備えることを特徴とする電源アダプタ。
【請求項３】
　前記第二の整流ユニットにより出力された電圧及び／又は電流をサンプリングすること
によって、電圧サンプル値及び／又は電流サンプル値を取得するサンプリングユニットと
、
　前記制御ユニットは、さらに前記サンプリングユニットに接続し、さらに前記電圧サン
プル値及び／又は電流サンプル値に基づいて、前記制御信号のデューティ比を調整するこ
とによって、前記第三のパルス波形の電圧が充電の要求を満たすように制御することを特
徴とする請求項２に記載の電源アダプタ。
【請求項４】
　前記制御ユニットは、前記電圧サンプル値及び／又は電流サンプル値に基づいて、前記
制御信号を制御することを特徴とする請求項３に記載の電源アダプタ。
【請求項５】
　前記サンプリングユニットは、前記第二の整流ユニットにより出力された電流をサンプ
リングすることによって、前記電流サンプル値を取得する第一の電流サンプル回路と、
　前記第二の整流ユニットにより出力された電圧をサンプリングすることによって、前記
電圧サンプル値を取得する第一の電圧サンプル回路とを備えることを特徴とする請求項３
に記載の電源アダプタ。
【請求項６】
　前記第一の電圧サンプル回路は、前記第三のパルス波形の電圧のピーク電圧をサンプリ
ングして保持するピーク電圧サンプルホールドユニットと、
　前記第三のパルス波形の電圧のゼロクロス点をサンプリングするゼロクロスサンプリン
グユニットと、
　前記ゼロクロス点において前記ピーク電圧サンプルホールドユニットの電圧を放電する
放電ユニットと、
　前記ピーク電圧サンプルホールドユニットのピーク電圧をサンプリングすることによっ
て、前記電圧サンプル値を取得するＡＤサンプリングユニットとを備えることを特徴とす
る請求項５に記載の電源アダプタ。
【請求項７】
　前記変調後の第一のパルス波形は、前記第三のパルス波形と同期であることを特徴とす
る請求項２に記載の電源アダプタ。
【請求項８】
　前記第一のパルス波形の電圧をサンプリングし、前記制御ユニットに接続し、サンプリ
ングされた電圧値が第一の所定電圧値より大きい場合、前記制御ユニットは、前記スイッ
チユニットを制御することで第一の所定時間を開始させて放電動作を行う第二の電圧サン
プル回路を更に備えることを特徴とする請求項２に記載の電源アダプタ。
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【請求項９】
　前記第一の充電インターフェースは、前記電池を充電する電力線と、前記端末と通信を
行うデータ線とを備えることを特徴とする請求項２に記載の電源アダプタ。
【請求項１０】
　前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフェースを介して前記端末と通信を行う
ことによって、急速充電モード及び普通充電モードを含む充電モードを決めることを特徴
とする請求項２～９のいずれか１項に記載の電源アダプタ。
【請求項１１】
　前記第二の整流ユニットの第一の出力端子に接続する直列接続する制御可能スイッチ及
びフィルタユニットを更に備え、
　前記制御ユニットは、前記充電モードが普通充電モードに決められた場合、前記制御可
能スイッチをオンにすることを制御し、前記充電モードが急速充電モードに決められた場
合、前記制御可能スイッチをオフにすることを制御することを特徴とする請求項８に記載
の電源アダプタ。
【請求項１２】
　前記制御ユニットは、前記充電モードが急速充電モードに決められた場合、前記端末の
状態情報に基づいて、前記急速充電モードに対応する充電電流及び／又は充電電圧を取得
し、前記急速充電モードに対応する充電電流及び／又は充電電圧に基づいて、前記制御信
号のデューティ比を調整することを特徴とする請求項１０に記載の電源アダプタ。
【請求項１３】
　前記端末の状態情報は、電池の温度を含み、前記電池の温度が第一の所定温度閾値より
大きい、又は、前記電池の温度が第二の所定温度閾値より小さい場合、現在の充電モード
が急速充電モードであれば、急速充電モードが普通充電モードに切り替えられ、前記第一
の所定温度閾値が前記第二の所定温度閾値より大きいことを特徴とする請求項１２に記載
の電源アダプタ。
【請求項１４】
　前記制御ユニットは、前記電池の温度が所定高温保護閾値より大きい場合、前記スイッ
チユニットをオフにすることを制御することを特徴とする請求項１３に記載の電源アダプ
タ。
【請求項１５】
　前記制御ユニットは、前記第一の充電インターフェースのデータ線を介して前記端末と
双方向通信を行うことにより、前記急速充電モードで前記端末を充電すると決められた際
、前記急速充電モードをオンにするかどうかを前記端末に尋ねるための第一のインストラ
クションを前記端末に送り、前記端末が前記急速充電モードをオンにすることを同意する
ことを示す第一のインストラクションの応答インストラクションを前記端末から受け取る
ことを特徴とする請求項１０に記載の電源アダプタ。
【請求項１６】
　前記制御ユニットは、前記端末に前記第一のインストラクションを送る前に、前記普通
充電モードで前記電源アダプタにより前記端末を充電し、前記普通充電モードの充電時間
が所定閾値より長いと確認された後、前記端末に前記第一のインストラクションを送るこ
とを特徴とする請求項１５に記載の電源アダプタ。
【請求項１７】
　前記制御ユニットは、前記スイッチユニットを制御することで前記電源アダプタが充電
電流を前記急速充電モードに対応する充電電流に調整することを制御し、前記電源アダプ
タが前記急速充電モードに対応する充電電流で前記端末を充電する前に、前記第一の充電
インターフェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信を行うことによって、前記急
速充電モードに対応する充電電圧を決め、前記電源アダプタが充電電圧を前記急速充電モ
ードに対応する充電電圧に調整することを制御することを特徴とする請求項１５に記載の
電源アダプタ。
【請求項１８】
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　端末用の充電方法において、充電プロセスにおいて、電源アダプタの第一の充電インタ
ーフェースと前記端末の第二の充電インターフェースが接続している際、入力された交流
を１次整流して第一のパルス波形の電圧を出力するステップと、
　スイッチユニットによって第一のパルス波形の電圧を変調し、トランスによって前記第
一のパルス波形の電圧を変換して第二のパルス波形の電圧を出力し、前記第二のパルス波
形の電圧をトランスの次段にカップリングするステップと、
　トランスの次段にカップリングされた前記第二のパルス波形の電圧を２次整流して第三
のパルス波形の電圧を出力し、前記第二の充電インターフェースにより前記第三のパルス
波形の電圧を前記端末の電池に印加することで、前記端末の電池を充電するステップと、
　を備え、
　前記端末の電池を充電するステップは、前記スイッチユニットに前記制御信号を出力し
続けた後に前記制御信号の出力を停止し、所定時間の経過後に再び前記制御信号を出力す
ることで、前記電池を断続的に充電するステップを、備えることを特徴とする端末用の充
電方法。
【請求項１９】
　２次整流した後の電圧及び／又は電流をサンプリングすることによって、電圧サンプル
値及び／又は電流サンプル値を取得するステップと、
　さらに電圧アンプル値及び／又は電流サンプル値に基づいて、前記制御信号を制御する
ことによって、前記第三のパルス波形の電圧が充電の要求を満たすようにするステップと
を備えることを特徴とする請求項１８に記載の端末用の充電方法。
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