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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】バッテリのリチウム析出現象を低減し、バッテ
リの使用寿命を向上させることができる電源アダプター
及び充電制御方法を提供する。
【解決手段】アダプター１０は、入力された交流を変換
して、アダプター１０の出力電圧及び出力電流を取得す
るための電力変換ユニット１１と、入力端が電力変換ユ
ニット１１に接続され、出力端がアダプター１０におけ
る素子に接続され、電力変換ユニット１１からリップル
波形の入力電圧を取得し、リップル波形の入力電圧を目
標電圧に変換するために用いられ、目標電圧でアダプタ
ー１０における素子に給電する電圧保持ユニット１２と
を備える。アダプター１０の出力電流は、交流又はリッ
プル直流電流であり、目標電圧のピーク値が素子の最低
作動電圧と最高作動電圧との間にある。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　素子を備えるアダプターであって、
　入力された交流を変換して、出力電圧及び出力電流を取得するための電力変換ユニット
と、
　入力端が前記電力変換ユニットに接続され、出力端が前記素子に接続され、前記電力変
換ユニットからリップル波形の入力電圧を取得し、リップル波形の前記入力電圧を前記素
子の正常作動を満たす目標電圧に変換するために用いられ、該目標電圧で前記素子に給電
する電圧保持ユニットとを備え、
　前記出力電流が交流又はリップル直流電流であるアダプター。
【請求項２】
　前記電力変換ユニットは、１次ユニットと、２次ユニットとを備え、
　前記電圧保持ユニットが前記２次ユニットに接続され、前記１次ユニットから前記２次
ユニットに結合された前記２次ユニットの出力であるリップル波形の前記入力電圧を前記
目標電圧に変換し、前記素子に給電する請求項１に記載のアダプター。
【請求項３】
　前記電圧保持ユニットは、
　入力端が前記２次ユニットに接続され、前記２次ユニットの電流を整流してリップル式
の電流及び電圧を取得するための整流ユニットと、
　入力端が前記整流ユニットの出力端に接続され、出力端が前記素子に接続され、前記リ
ップル式の前記入力電圧を前記目標電圧に変換し、該目標電圧に基づいて前記素子に給電
するためのフィルタユニットとを備える請求項２に記載のアダプター。
【請求項４】
　前記整流ユニットは、ダイオードを備え、
　該ダイオードのアノードが前記２次ユニットに接続され、前記ダイオードのカソードが
前記フィルタユニットの前記入力端に接続される請求項３に記載のアダプター。
【請求項５】
　前記フィルタユニットは、コンデンサを備え、
　該コンデンサの一端が前記整流ユニットの前記出力端と前記素子に接続され、前記コン
デンサの他端が接地される請求項３又は請求項４に記載のアダプター。
【請求項６】
　前記フィルタユニットにおけるコンデンサの容量及び／又は数量は、前記素子の消費電
力に基づいて決定される請求項３から請求項５のいずれかに記載のアダプター。
【請求項７】
　前記電力変換ユニットがトランスを備え、
　該トランスの１次巻線と２次巻線とのコイル巻数比は、前記目標電圧のピーク値に基づ
いて決定される請求項１から請求項６のいずれかに記載のアダプター。
【請求項８】
　第１充電モード及び第２充電モードを有し、
　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
る前記充電対象機器への充電速度より速く、
　制御ユニットを備え、
　前記充電対象機器に接続されるプロセスにおいて、前記制御ユニットは、前記充電対象
機器と二方向通信して、前記第２充電モードにおける出力を制御する請求項１から請求項
７のいずれかに記載のアダプター。
【請求項９】
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と二方向通信して、前記第２充電モードにおける
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二方向通信して、前記アダプターと前記充電対
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請求項８に記載のアダプタ
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ー。
【請求項１０】
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と二方向通信して、前記アダプターと前記充電対
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尋
ねるための第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指示するための前記第１コマンドの返事
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請求項９に記
載のアダプター。
【請求項１１】
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と二方向通信して、前記第２充電モードにおける
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二方向通信して、前記第２充電モードで出力さ
れた前記充電対象機器を充電するための充電電圧を決定することと、
　前記制御ユニットが前記出力電圧を調整し、該出力電圧が、前記第２充電モードで出力
された前記充電対象機器を充電するための前記充電電圧と等しくなるようにすることとを
含み、
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と二方向通信して、前記第２充電モードで出力さ
れた前記充電対象機器を充電するための前記充電電圧を決定することは、
　前記制御ユニットが、前記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マ
ッチングしているか否かを尋ねるための第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、前記出力電圧と前記バッテリ
の現在の電圧とがマッチングしている、高めである又は低めであることを指示するための
前記第２コマンドの返事コマンドを受信することとを含む請求項８から請求項１０のいず
れかに記載のアダプター。
【請求項１２】
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と二方向通信して、前記第２充電モードにおける
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二方向通信して、前記第２充電モードにおける
出力された前記充電対象機器を充電するための充電電流を決定することと、
　前記制御ユニットが前記出力電流を調整し、該出力電流が、前記第２充電モードにおけ
る出力された前記充電対象機器を充電するための前記充電電流と等しくなるようにするこ
ととを含み、
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と二方向通信して、前記第２充電モードにおける
出力された前記充電対象機器を充電するための前記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尋ねるため
の第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
ートする前記最大充電電流を指示するための前記第３コマンドの返事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前記最大充電電流に基づいて
、前記第２充電モードにおける出力された前記充電対象機器を充電するための前記充電電
流を決定することとを含む請求項８から請求項１１のいずれかに記載のアダプター。
【請求項１３】
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と二方向通信して、前記第２充電モードにおける
出力を制御するプロセスは、
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　前記第２充電モードで充電するプロセスにおいて、前記制御ユニットが前記充電対象機
器と二方向通信して、前記出力電流を調整することを含み、
　前記制御ユニットが前記充電対象機器と二方向通信して、前記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尋ねるための第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、送信された前記充電対象機器のバッテリの現在の電圧を指示する
ための前記第４コマンドの返事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バッテリの現在の電圧に基づいて、前記出力電
流を調整することとを含む請求項８から請求項１２のいずれかに記載のアダプター。
【請求項１４】
　前記出力電圧及び前記出力電流は、直接に前記充電対象機器のバッテリの両端に印加さ
れて、前記充電対象機器のバッテリを直接充電する請求項８に記載のアダプター。
【請求項１５】
　アダプターに適用される充電制御方法であって、
　前記アダプターは、電力変換ユニットを備え、
　該電力変換ユニットは、入力された交流を変換して、前記アダプターの出力電圧及び出
力電流を取得するために用いられ、前記出力電流が交流又はリップル直流電流であり、
　前記方法は、
　前記電力変換ユニットからリップル波形の入力電圧を取得し、リップル波形の前記入力
電圧を前記アダプターにおける素子の正常作動を満たす目標電圧に変換するステップと、
　前記目標電圧で前記アダプターにおける素子に給電するステップとを含む充電制御方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施例は充電分野に関し、さらに具体的には、アダプター及び充電制御方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　アダプターは、電源アダプターとも呼ばれ、充電対象機器（例えば端末）を充電するた
めのものである。現在市販されているアダプターは、一般的に、定電圧方式で充電対象機
器（例えば端末）を充電する。充電対象機器におけるバッテリは、一般的にリチウムバッ
テリであるため、定電圧方式で充電対象機器を充電することによって、リチウム析出現象
を容易に引き起こし、バッテリの寿命の低下につながる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の一実施形態は、アダプター及び充電制御方法を提供して、バッテリのリチウム
析出現象を低減し、バッテリの使用寿命を向上させる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　第１態様として、アダプターを提供する。アダプターは、入力された交流を変換して、
出力電圧及び出力電流を取得するための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、出力端が前記アダプターにおける素子に接続され、前記電力変換ユニッ
トからリップル波形の入力電圧を取得し、リップル波形の前記入力電圧を目標電圧に変換
するために用いられ、該目標電圧で前記素子に給電する電圧保持ユニットとを備え、前記
出力電流が交流又はリップル直流電流であり、前記目標電圧のピーク値が前記素子の最低
作動電圧と最高作動電圧との間にある。
【０００５】
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　第２態様として、充電制御方法を提案する。アダプターに適用される充電制御方法であ
って、前記アダプターは、電力変換ユニットを備え、該電力変換ユニットは、入力された
交流を変換して、前記アダプターの出力電圧及び出力電流を取得するために用いられ、こ
こで、前記出力電流が交流又はリップル直流電流であり、前記方法は、前記電力変換ユニ
ットからリップル波形の入力電圧を取得し、リップル波形の前記入力電圧を目標電圧に変
換するステップと、前記目標電圧で前記素子に給電するステップとを含み、前記目標電圧
のピーク値が前記アダプターにおける前記素子の最低作動電圧と最高作動電圧との間にあ
る。
【０００６】
　本発明の実施形態のアダプターの出力電流は、交流又はリップル直流電流であり、交流
又はリップル直流電流は、バッテリのリチウム析出現象を低減し、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らし、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。
【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、以下に、本発明の実施例にお
いて使用する必要のある図面を簡単に説明し、明らかに、以下に説明される図面はただ本
発明の一部の実施例であり、当業者にとって、創造的労働を払わない前提で、これらの図
面に基づいて、他の図面をさらに得られる。
【図１】本発明の一実施形態に係る第２アダプターの概略構成図である。
【図２Ａ】本発明の一実施形態におけるリップル波形の概略図である。
【図２Ｂ】本発明の一実施形態におけるリップル波形の概略図である。
【図３】本発明の他の実施形態に係る第２アダプターの概略構成図である。
【図４Ａ】本発明の一実施形態に係る第２アダプターと充電対象機器との接続方式の概略
図である。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態における急速な充電通信プロセスの概略図である。
【図５】本発明の一実施形態における定電流モードにおけるリップル直流電流の概略図で
ある。
【図６】本発明の一実施形態における充電制御方法の概略フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下に、本発明の実施形態の図面に合わせて、本発明の実施形態の技術案について明確
かつ完全な説明を行い、説明される実施形態が、本発明の一部の実施例であり、全ての実
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、当業者が創造的な
労働を払わない前提で得られたすべての他の実施例は、本発明の保護範囲に属すべきであ
る。
【０００９】
　関連技術において、充電対象機器（例えば端末）を充電するための第１アダプターが言
及された。該第１アダプターは定電圧モードで作動する。定電圧モードで、該第１アダプ
ターの出力電圧は、基本的に、例えば５Ｖ、９Ｖ、１２Ｖ又は２０Ｖなどの固定値に維持
される。
【００１０】
　第１アダプターの出力電圧は、バッテリの両端に直接印加されることに適さず、まず充
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必要がある。これにより、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。
【００１１】
　変換回路は、第１アダプターの出力電圧を変換して、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。
【００１２】
　一例として、変換回路とは、充電管理モジュール、例えば充電集積回路（ｉｎｔｅｇｒ
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ａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ，ＩＣ）を指しても良く、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。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ことにより、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。
【００１３】
　一例を挙げると、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いても良い。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。定電流充電段階において、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２充電電流、該第２充電電流は第１充電電流より大きくても良い）を満たすよう
にすることができる。定電圧充電段階において、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がバッテリの予期充電電圧の
大きさを満たすようにすることができる。
【００１４】
　一例として、第１アダプター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、第１アダプターの出力電圧を降圧処理して、降圧転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する。別の一例として、第１アダプ
ター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、第１アダプタ
ーの出力電圧を昇圧処理して、昇圧転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する。
【００１５】
　別の一例として、例えば、第１アダプターは５Ｖの定電圧を出力する。バッテリが一つ
のバッテリセル（リチウムバッテリのバッテリセルを一例として、一つのバッテリセルの
充電終止電圧が４．２Ｖである）を備える場合に、変換回路（例えばＢｕｃｋ降圧回路）
は、第１アダプターの出力電圧を降圧処理して、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することができる。
【００１６】
　別の例として、例えば、第１アダプターが５Ｖの定電圧を出力する。第１アダプターが
二つ以上のシングルバッテリセルを直列接続したバッテリ（リチウムバッテリのバッテリ
セルを一例として、一つのバッテリセルの充電終止電圧が４．２Ｖである）を充電する場
合に、変換回路（例えばＢｏｏｓｔ昇圧回路）は、第１アダプターの出力電圧を昇圧処理
して、昇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す
ることができる。
【００１７】
　変換回路は、回路の転換効率の低下という原因に制限され、転換されていない部分の電
気エネルギーが熱の形で散逸する。この部分の熱は充電対象機器（例えば端末）の内部に
集まる。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こ
とから（例えば、ユーザが使用する移動端末の物理的なサイズがますます薄くなるととも
に、移動端末の性能を向上させるために、移動端末内に数多くの電子素子が密に配置され
ている）、変換回路の設計難度を上げるだけでなく、充電対象機器（例えば端末）内に集
まっている熱を迅速に除去しにくく、充電対象機器（例えば端末）の異常を引き起こす。
【００１８】
　例えば、変換回路に集まっている熱は、変換回路の付近の電子素子に対して熱干渉を引
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、変換回路に集
まっている熱は、変換回路及び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、変換回路に集まっている熱は、バッテリに対して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、変換回路に集まっている熱は
、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、ユーザの充電時の
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使用体験に影響を及ぼす。また、例えば、変換回路に集まっている熱は、変換回路自身の
短絡を引き起こすおそれがあり、第１アダプターの出力電圧をバッテリの両端に直接印加
することにより、充電異常を引き起こし、バッテリが長時間に過電圧充電状態であると、
バッテリの爆発まで引き起こし、ユーザの安全に危害を与えることになる。
【００１９】
　本発明の一実施形態として、出力電圧調節可能な第２アダプターを提供する。
　第２アダプターは、バッテリの状態情報を取得することができる。バッテリの状態情報
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。第２アダプタ
ーは、取得されたバッテリの状態情報に基づいて第２アダプター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アダプターによって
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、第２アダプターは、
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】
　第２アダプターが、取得されたバッテリの状態情報に基づいて第２アダプター自身の出
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
、第２アダプターがバッテリの状態情報をリアルタイムに取得し、毎回取得されたバッテ
リのリアルタイム状態情報に基づいて第２アダプター自身の出力電圧を調節することを指
しても良い。
【００２２】
　第２アダプターが、リアルタイムに取得されたバッテリの状態情報に基づいて第２アダ
プター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、充電プロセスでのバッテリの電圧が絶えずに上昇するにつれて、
第２アダプターが、充電プロセスでの異なる時刻のバッテリの現在の状態情報を取得し、
バッテリの現在の状態情報に基づいて、第２アダプター自身の出力電圧をリアルタイムに
調節することができることを指しても良い。
【００２３】
　一例を挙げると、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いても良い。トリクル充電段階において
、第２アダプターは、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
ダプターから出力された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。定電流充電段階において、第２アダ
プターは、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アダプターから
出力された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良い）を満たすことができる。また、
定電流充電段階において、第２アダプターは、出力された充電電圧を直接にバッテリの両
端に印加してバッテリを充電することができる。定電圧充電段階において、第２アダプタ
ーは、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アダプターから出力
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において、第２アダプターの出力電圧は、第１ア
ダプターに類似する処理方式を採用しても良い。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。
【００２５】
　図１は、本発明の一実施形態に係る第２アダプターの概略構成図である。図１の第２ア
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ダプター１０は、電力変換ユニット１１と、電圧保持ユニット１２とを備える。
【００２６】
　電力変換ユニット１１は、入力された交流を変換して、第２アダプター１０の出力電圧
及び出力電流を取得するために用いられ、ここで、第２アダプターの出力電流が交流又は
リップル直流電流である。
【００２７】
　電圧保持ユニット１２は、入力端が電力変換ユニット１１に接続され、電圧保持ユニッ
トの出力端が第２アダプターにおける素子に接続され、電力変換ユニットからリップル波
形の入力電圧を取得して、リップル波形の入力電圧を目標電圧に変換するために用いられ
、目標電圧で素子に給電する。ここで、目標電圧のピーク値が素子の最低作動電圧と最高
作動電圧との間にある。
【００２８】
　本発明の一実施形態に係る第２アダプターの出力電流は、交流又はリップル直流電流で
あり、交流又はリップル直流電流は、バッテリのリチウム析出現象を低減し、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らし、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。
【００２９】
　また、第２アダプターにおける一部の素子の給電電圧は、第２アダプターのＶＢＵＳ（
又は、母線と称する）により提供される。第２アダプターが充電対象機器（例えば端末）
を充電する場合、ＶＢＵＳの電圧が低すぎると、これらの素子が不足電圧保護状態に入っ
て、正常に作動できないことが引き起こされるおそれがある。これに鑑みて、本発明の一
実施形態に係る第２アダプターは、電圧保持ユニット１２を導入し、電圧保持ユニット１
２は、電力変換ユニット１１から取得されるリップル波形の入力電圧を素子の正常作動を
満たす目標電圧に変換して、第２アダプターにおける素子が正常に作動することができる
ようにする。
【００３０】
　選択的に、一部の実施例において、第２アダプター１０は、定電流モードで作動する第
２アダプターであっても良い。つまり、定電流モードにおいて、第２アダプター１０は、
上記交流又はリップル直流電気エネルギーを採用して充電対象機器（例えば端末）を充電
する。
【００３１】
　定電流モードにおいて、ＶＢＵＳの出力電圧は、絶えず充電対象機器（例えば端末）の
バッテリ電圧とマッチングされる。即ち、ＶＢＵＳの出力電圧は、バッテリの両端の電圧
が上昇するにつれて上昇し、バッテリ電圧が比較的低い場合、ＶＢＵＳの出力電圧も、普
通、比較的低く、この場合、ＶＢＵＳにより給電される素子は、ＶＢＵＳの出力電圧が低
すぎるため、正常に作動することができないおそれがあり、したがって、第２アダプター
の充電プロセスの失敗を引き起こす。本発明の一実施形態においては、電圧保持ユニット
１２により第２アダプターにおける素子が定電流モードにおいて正常に作動することがで
きるよう保証する。
【００３２】
　なお、本発明の一実施形態においては、第２アダプターが交流又はリップル直流電流を
出力する方式について具体的に限定しない。具体的には、一部の実施例において、電力変
換ユニット１１の１次結合から２次への電流を直接に出力し、又は簡単な処理を経た後に
出力する。この場合、第２アダプターの出力電流は、交流であっても良い。他の一部の実
施例において、電力変換ユニット１１の１次結合から２次への電流を整流し、その後、整
流された電流を簡単に処理した後に出力し、この場合、第２アダプターの出力電流は、リ
ップル直流電流であっても良い。
【００３３】
　なお、リップル直流電流は、単方向リップルの出力電流、又はリップル波形の電流、又
は饅頭波電流などと呼ばれても良い。
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【００３４】
　第２アダプター１０によりリップル波形の電流が出力される場合、当該リップル波形は
、完全なリップル波形であっても良く、完全なリップル波形をピークカット処理した後に
得られたリップル波形であっても良い。ピークカット処理とは、リップル波形のうちある
閾値を超えた部分をフィルタリングして、リップル波形のピーク値の制御を実現すること
を指しても良い。図２Ａに示す一実施形態において、リップル波形は、完全なリップル波
形であり、図２Ｂに示す一実施形態において、リップル波形は、ピークカット処理された
後のリップル波形である。
【００３５】
　なお、一部の実施例において、第２アダプター１０は、一定の直流電流（又は、電流値
が安定な電流と称する）を出力することもできる。具体的には、電力変換ユニット１１の
１次から２次に結合される電流を整流してフィルタ処理した後に出力しても良く、この場
合、第２アダプター１０により出力された電流は、一定の直流電流であっても良い。
【００３６】
　選択的に、一部の実施例において、電力変換ユニット１１は、１次ユニットと、２次ユ
ニットとを備えていても良い。電圧保持ユニット１２が電力変換ユニット１１の２次ユニ
ットに接続され、１次ユニットから２次ユニットに結合されたリップル波形の電圧を目標
電圧に変換し、第２アダプターにおける素子に給電する。
【００３７】
　選択的に、一部の実施例において、電圧保持ユニットは、電力変換ユニット１１の１次
ユニットに接続されても良い。つまり、電圧保持ユニットは、１次ユニットにおける電圧
を直接に目標電圧に変換し、第２アダプターにおける素子に給電する。
【００３８】
　本発明の一実施形態における電圧保持ユニット１２は、第２アダプター１０における一
つの素子又は複数の素子に給電しても良い。
【００３９】
　また、本発明の実施形態における電圧保持ユニット１２の出力端は、第２アダプターに
おける素子に直接に接続されても良いし、分圧回路を介して第２アダプターにおける素子
に接続されても良く、第２アダプターにおける素子への給電を実現する。
【００４０】
　選択的に、一部の実施例において、電圧保持ユニット１２は、具体的には、整流ユニッ
トと、フィルタユニットとを備えていても良い。この場合、整流ユニットの入力端が２次
ユニットに接続され、２次ユニットの電流を整流してリップル式の電流及び電圧を取得す
るために用いられる。フィルタユニットの入力端が整流ユニットの出力端に接続され、フ
ィルタユニットの出力端が第２アダプター１０における素子に接続され、フィルタユニッ
トは、リップル式の電圧を目標電圧に変換し、該目標電圧に基づいて第２アダプター１０
における素子に給電するために用いられる。
【００４１】
　選択的に、一部の実施例において、図３に示すように、整流ユニットは、ダイオードを
備えていても良い。この場合、ダイオードのアノードが２次ユニットに接続され、ダイオ
ードのカソードがフィルタユニットの入力端に接続される。フィルタユニットは、コンデ
ンサを備えていても良く、コンデンサの一端が整流ユニットの出力端と第２アダプターに
おける素子に接続され、コンデンサの他端が接地される。ここで、フィルタユニットに備
えられるコンデンサの数量は、一つであっても良いし、複数であっても良く、本発明の実
施例は、これについて限定しない。
【００４２】
　選択的に、一部の実施例において、フィルタユニットにおけるコンデンサの容量及び／
又は数は、第２アダプターにおける素子の消費電力に基づいて決定されても良い。例えば
、第２アダプターにおける素子の消費電力が比較的大きいである場合、フィルタユニット
におけるコンデンサの容量及び／又は数量を上げても良く、第２アダプターにおける素子
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の消費電力が比較的小さい場合、フィルタユニットにおけるコンデンサの容量及び／又は
数量を下げても良い。
【００４３】
　選択的に、一部の実施例において、第２アダプター１０は、定電流モードにおいて作動
する第２アダプターであっても良い。具体的には、第２アダプター１０は、定電流モード
を採用して充電対象機器（例えば端末）を充電する場合、第２アダプター１０のＶＢＵＳ
の出力電圧は、ただ充電対象機器（例えば端末）のバッテリの両端の電圧よりやや高く、
ＶＢＵＳの出力電圧は、充電プロセスにおいて徐々に上昇する。そのため、充電の初期段
階において、ＶＢＵＳの出力電圧が比較的低いので一部の素子の給電ニーズを満たせない
おそれがある。例えば、ある時点で、充電対象機器（例えば端末）のバッテリの両端の電
圧が１．５Ｖであり、ＶＢＵＳの出力電圧が１．７Ｖであり、第２アダプターにおけるあ
る素子の最低作動電圧が３．３Ｖであるとすると、この時のＶＢＵＳにより出力された電
圧が該素子の最低作動電圧より小さく、素子の給電ニーズを満たすことができない。その
ため、第２アダプターが定電流モードを採用して充電対象機器（例えば端末）を充電する
場合、ＶＢＵＳを採用して第２アダプターにおける素子に給電することができない。本発
明の実施形態に係る第２アダプターは、電力変換ユニットから取得された入力電圧を直接
に第２アダプターの素子の作動に要する目標電圧に変換するため、定電流モードと定電圧
モードのいずれにおいても、第２アダプターにおける素子に安定な作動電圧を提供するこ
とができる。
【００４４】
　選択的に、一部の実施例において、第２アダプター１０は、トランスを備えていても良
い。トランスの１次巻線と２次巻線とのコイル巻数比は、目標電圧のピーク値に基づいて
決定されても良い。具体的には、目標電圧のピーク値は、コイル巻数比が増大するにつれ
て増大し、目標電圧のピーク値の向上を望む場合、トランスの１次巻線と２次巻線のコイ
ル巻数比を増加することにより実現することができる。
【００４５】
　本発明の実施形態に係る第２アダプター１０は、充電対象機器（例えば端末）を充電す
ることができる。本発明の実施形態において使用される充電対象機器は、「通信端末」（
又は「端末」と略する）であっても良く、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（ｗｉｒｅ
ｌｅｓｓ　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　ｂｒｏａｄｃ
ａｓｔｉｎｇ　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　ｍｏｄｕｌａｔ
ｉｏｎ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　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、送信するよう
に設置される装置を含むが、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
するように構成される通信端末は、「無線通信端末」、「無線端末」及び／又は「移動端
末」と呼ばれても良い。移動端末の一例として、衛星又はセルラー電話と、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，ＰＣＳ）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、Ｗｅｂ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　ｐｏｓ
ｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ，　ＧＰＳ）受信機を備えることが可能であるパーソナ
ルデジタルアシスタント（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ，　
ＰＤＡ）と、通常の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
シーバーを備える他の電子装置とを含むが、これらに限定されない。
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【００４６】
　一部の実施例において、第２アダプター１０は、充電インターフェースを備えていても
良いが、本発明の実施形態においては、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良い。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良いし、ｍｉｃｒｏ　ＵＳＢインターフェースであっ
ても良いし、Ｔｙｐｅ－Ｃインターフェースであっても良い。
【００４７】
　選択的に、一部の実施例において、第２アダプター１０は、第１充電モード及び第２充
電モードを有していても良い。第２アダプター１０の第２充電モードでの充電対象機器（
例えば端末）への充電速度が第２アダプター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１充電モードで作動する第２アダプ
ター１０に比べて、第２充電モードで作動する第２アダプター１０が同じ容量の充電対象
機器（例えば端末）におけるバッテリを満充電するに費やした時間のほうがより短い。
【００４８】
　第２アダプター１０は、制御ユニットを備え、第２アダプター１０が充電対象機器（例
えば端末）と接続されるプロセスにおいて、制御ユニットは充電対象機器（例えば端末）
と二方向通信して、第２充電モードで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における制御ユニットであっても良い。例えば、第１調整ユニットに
おける制御ユニットであっても良いし、第２調整ユニットにおける制御ユニットであって
も良い。
【００４９】
　第１充電モードは、普通充電モードであっても良く、第２充電モードは、急速充電モー
ドであっても良い。普通充電モードとは、第２アダプターが比較的小さい電流値（一般的
には、２．５Ａより小さい）を出力し、又は比較的小さい電力（一般的には、１５Ｗより
小さい）で、充電対象機器（例えば端末）におけるバッテリを充電する。普通充電モード
で、比較的大容量のバッテリ（例えば３０００ｍＡｈ容量のバッテリ）を完全に満充電す
るには一般的には数時間をかける必要がある。急速充電モードで、第２アダプターは、比
較的大きい電流（一般的には、２．５Ａより大きく、例えば、４．５Ａ、５Ａまたはさら
に高い値）を出力し、又は比較的大きい電力（一般的に１５Ｗ以上）で充電対象機器（例
えば端末）におけるバッテリを充電する。普通充電モードに比べて、第２アダプターが急
速充電モードで同じ容量のバッテリを完全に満充電するに必要な充電時間は、明らかに短
縮することができ、充電速度がより速い。
【００５０】
　本発明の実施形態においては、第２アダプター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、及び制御ユニットが第２アダプターの第２充電モードでの出力を制
御する方式について具体的に限定しない。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）におけるバッテリの現在の電圧又は現
在の電気量を対話し、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
ーの出力電圧又は出力電流を調整することができる。以下に、具体的な実施例に合わせて
、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アダプターの出力を制御する方式について詳しく説明する。
【００５１】
　選択的に、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）と二方
向通信して、第２充電モードでの第２アダプター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）と二方向通信して、第２アダプターと充電対象機器（
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いても良い。
【００５２】
　本発明の実施例において、第２アダプターは、盲目的に第２充電モードで充電対象機器
（例えば端末）を急速充電するわけではなく、充電対象機器（例えば端末）と二方向通信
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して、第２アダプターは、第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）を急速充電する
ことができるか否かについてネゴシエーションする。このようにすると、充電プロセスの
安全性を向上させることができる。
【００５３】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と二方向通信して、第２アダ
プターと充電対象機器（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
尋ねるための第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指示するための第１コマンドに対する返
事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いても良い。
【００５４】
　本発明の実施形態における上記説明においては、第２アダプター（又は第２アダプター
の制御ユニット）と充電対象機器（例えば端末）とのマスター及びスレーブを限定するこ
とはない。言い換えると、制御ユニットと充電対象機器（例えば端末）とのうちいずれも
マスター装置側として、二方向通信会話を開始することができる。相応的に、他方がスレ
ーブ装置側としてマスター装置側が開始する通信に対して第１応答又は第１返事を行うこ
とができる。実行可能な方式として、通信プロセスにおいて、第２アダプター側及び充電
対象機器（例えば端末）側のアースに対するレベルの高さを比較することにより、マスタ
ー及びスレーブ装置の身分を確認することができる。
【００５５】
　本発明の実施形態においては、第２アダプター（又は第２アダプターの制御ユニット）
と充電対象機器（例えば端末）との間の二方向通信の具体的な実現方式を限定していない
。つまり、第２アダプター（又は第２アダプターの制御ユニット）と充電対象機器（例え
ば端末）とのうちのいずれも一方もマスター装置側として通信会話を開始することができ
る。相応的に他方はスレーブ装置側として、マスター装置側が開始する通信会話に対して
第１応答又は第１返事を行い、同時に、マスター装置側は、スレーブ装置側からの第１応
答又は第１返事に対して第２応答を行うことができれば、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成されたと考えても良い。一
種の実行可能な実施方式として、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成された後、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的かつ信頼的に実行さ
れることを確保することができる。
【００５６】
　マスター装置側として、スレーブ装置側の通信会話に対する第１応答又は第１返事に応
じて第２応答を行うことができる一つの方式は、マスター装置側がスレーブ装置側の通信
会話に対する第１応答又は第１返事を受信し、受信されたスレーブ装置の第１応答又は第
１返事に応じて対応性のある第２応答を行うことができても良い。一例として、マスター
装置側が所定時間内でスレーブ装置側の通信会話に対する第１応答又は第１返事を受信し
た場合に、マスター装置側は、スレーブ装置の第１応答又は第１返事に対して対応性のあ
る第２応答を行う。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成し、マスター装置側とスレーブ装置側との間がネゴシエ
ーションの結果に基づいて、第１充電モード又は第２充電モードに従って充電操作を実行
する。即ち、第２アダプターが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充電モードで作動して充電対象機器（例えば端末）を充電することである。
【００５７】
　マスター装置側として、スレーブ装置側の通信会話に対する第１応答又は第１返事に応
じて、さらに第２応答を行うことができる一つの方式は、マスター装置側が所定時間内で
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スレーブ装置側の通信会話に対する第１応答又は第１返事を受信していなくても、マスタ
ー装置側もスレーブ装置の第１応答又は第１返事に対して対応性のある第２応答を行うこ
とであっても良い。一例として、マスター装置側が所定時間内でスレーブ装置側の通信会
話に対する第１応答又は第１返事を受信していなくても、マスター装置側がスレーブ装置
の第１応答又は第１返事に対して対応性のある第２応答を行うことは、具体的に、マスタ
ー装置側とスレーブ装置側とが一回充電モードに関するネゴシエーションを完成し、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が実行され、即ち
、第２アダプターが第１充電モードで作動して充電対象機器（例えば端末）を充電するこ
とである。
【００５８】
　選択的に、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
、通信会話を開始して、第２アダプター（又は第２アダプターの制御ユニット）がスレー
ブ装置として、マスター装置側が開始する通信会話に対して第１応答又は第１返事を行っ
た後、充電対象機器（例えば端末）が第２アダプターの第１応答又は第１返事に対して対
応性のある第２応答を行わなくても、第２アダプター（又は第２アダプターの制御ユニッ
ト）と充電対象機器（例えば端末）との間に一回の充電モードに関するネゴシエーション
プロセスが完成されたと判定することができ、第２アダプターは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。
【００５９】
　選択的に、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）と二方
向通信して、第２アダプターの第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）と二方向通信して、第２充電モードでの第２アダプタ
ーから出力された充電対象機器（例えば端末）を充電するための充電電圧を決定すること
と、制御ユニットが第２アダプターの出力電圧（または第２アダプターの出力電圧のピー
ク値）を調整して、第２アダプターの出力電圧（または第２アダプターの出力電圧のピー
ク値）を、第２充電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器（例えば端末
）を充電するための充電電圧と等しくすることとを含んでいても良い。
【００６０】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と二方向通信して、第２充電
モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器（例えば端末）を充電するための
充電電圧を決定することは、制御ユニットが、第２アダプター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マッチングしているか否かを尋ねるための第
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アダプターの出力電圧とバッテリの現在の電圧
とがマッチングしている、高めである又は低めであることを指示するための第２コマンド
の返事コマンドを受信することとを含んでいても良い。代替的には、第２コマンドは、第
２アダプターの現在の出力電圧を第２充電モードでの第２アダプターから出力された充電
対象機器（例えば端末）を充電するための充電電圧とするのが適切であるか否かを尋ねる
ことができる。第２コマンドの返事コマンドは、現在第２アダプターの出力電圧が適切、
高め又は低めであることを指示することができる。第２アダプターの現在出力電圧とバッ
テリの現在の電圧とマッチングする、又は第２アダプターの現在の出力電圧を第２充電モ
ードでの第２アダプターから出力された充電対象機器（例えば端末）を充電するための充
電電圧とするのが適切であることとは、第２アダプターの現在の出力電圧（又は現在の出
力電圧のピーク値）が、バッテリの現在電圧よりやや高く、且つ第２アダプターの出力電
圧（又は現在の出力電圧のピーク値）とバッテリの現在電圧との間の差が、所定範囲内（
通常は、数百ｍＶの等級）にあることを指しても良い。
【００６１】
　選択的に、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）と二方
向通信して、第２充電モードでの第２アダプターの出力を制御する充電プロセスは、制御
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ユニットが充電対象機器（例えば端末）と二方向通信して、第２充電モードでの第２アダ
プターから出力された充電対象機器（例えば端末）を充電するための充電電流を決定する
ことと、制御ユニットが第２アダプターの出力電流（又は第２アダプターの出力電流のピ
ーク値）を調整して、第２アダプターの出力電流（又は第２アダプターの出力電流のピー
ク値）が第２充電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器を充電するため
の充電電流と等しくなるようにすることとを含んでいても良い。
【００６２】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と二方向通信して、第２充電
モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器（例えば端末）を充電するための
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尋ねるための第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指示するための第３コマンドの返事コマ
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アダプターから出力された充電対象機
器（例えば端末）を充電するための充電電流を決定することとを含んでいても良い。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アダプターから出力された充電対象機器（例えば端末）を充
電するための充電電流を決定する方式は複数種類が一部ある。例えば、第２アダプターは
、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アダプターから出力された充電対象機器（例えば端末）を充電するための充電電流とし
て決定しても良く、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アダプター
から出力された充電対象機器（例えば端末）を充電するための充電電流を決定しても良い
。
【００６３】
　選択的に、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）と二方
向通信して、第２充電モードでの第２アダプターの出力を制御するプロセスは、第２アダ
プターが第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において、制
御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と二方向通信して、第２アダプターの出力電流
を調整することを含んでいても良い。
【００６４】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と二方向通信して、第２アダ
プター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尋ねるための第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アダプターから送信された、バッテリの現在の電圧を指示
するための第４コマンドの返事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アダプターの出力電流を調整することとを含んでいても良い。
【００６５】
　選択的に、一部の実施例において、図４Ａに示すように、第２アダプター１０は、充電
インターフェース４１を備えていても良い。さらに、一部の実施例において、第２アダプ
ター１０における制御ユニットは、充電インターフェース４１におけるデータケーブル４
２を介して充電対象機器（例えば端末）と二方向通信することができる。
【００６６】
　選択的に、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）と二方
向通信して、第２充電モードでの第２アダプター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）と二方向通信して、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いても良い。
【００６７】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）と二方向通信して、充電イン
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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尋ねるための第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指示するための第４コマンド
の返事コマンドを受信することと、制御ユニットが第２アダプター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いても良い。例えば、制御ユニットが第２アダ
プター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
より大きいであることを決定すると、この場合の電圧差を第２アダプターから出力された
現在電流値で割って得られた抵抗が所定抵抗閾値より大きいであることを表し、充電イン
ターフェースが接触不良であることを決定することができる。
【００６８】
　選択的に、一部の実施例において、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良い。充電対象機器（例えば端末）は、
第２アダプターの出力電圧を尋ねるための第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）は、制御ユニットから送信された、第２アダプターの出力電圧を指
示するための第６コマンドの返事コマンドを受信し、充電対象機器（例えば端末）は、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アダプターの出力電圧に基づ
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、充電インターフェ
ースが接触不良であることを指示するための第５コマンドを制御ユニットに送信する。制
御ユニットは、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
ターを制御することができる。
【００６９】
　以下に、図４Ｂを参照しながら、第２アダプターにおける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４Ｂの一例は、
ただ当業者が本発明の実施形態を理解することを助けるためのものであって、本発明の実
施形態に例示された具体的な数値又は具体的なシーンに限定されるものではない。当業者
は、提供された図４Ｂの一例に基づいて、各種の同等の修正又は変更することができるの
は明らかなことであり、このような修正又は変更も本発明の実施例の範囲内に属する。
【００７０】
　図４Ｂに示すように、第２充電モードでの第２アダプターの出力により充電対象機器（
例えば端末）を充電するプロセス、即ち充電プロセスは、五つの段階を含んでいても良い
。
【００７１】
　段階１：
　充電対象機器（例えば端末）が電源提供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することができ
る。電源供給装置が第２アダプターであることを検出した場合に、充電対象機器（例えば
端末）が受け入れた電流は、所定電流閾値Ｉ２（例えば、１Ａであっても良い）より大き
くても良い。第２アダプターにおける制御ユニットが所定持続時間（例えば、連続的なＴ
１時間）内での第２アダプターの出力電流がＩ２以上であることを検出した場合に、制御
ユニットは、充電対象機器（例えば端末）が電源供給装置のタイプを認識することが既に
完成されたと判定しても良い。制御ユニットは、第２アダプターと充電対象機器（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、充電対象機器（例えば端末）にコマ
ンド１（上記第１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）は第２
アダプターが第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
否かを尋ねる。
【００７２】
　制御ユニットが充電対象機器（例えば端末）から送信されたコマンド１の返事コマンド
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を受信し、且つ該コマンド１の返事コマンドが、充電対象機器（例えば端末）は第２アダ
プターが第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と指
示した場合に、制御ユニットは、第２アダプターの出力電流を再度に検出する。第２アダ
プターの出力電流が所定連続する時間内（例えば、連続的なＴ１時間であっても良い）で
依然としてＩ２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を再度に送信して、充電対象機器（例えば端末）は第２アダプターが第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尋ねる。制御ユニッ
トは、充電対象機器（例えば端末）が第２アダプターが第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アダプターの出力電流がＩ２以上であ
るという条件を満たさないまで段階１の上記ステップを繰り返す。
【００７３】
　充電対象機器（例えば端末）は、第２アダプターが第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た後、通信プロセスが第２段階に移行する。
【００７４】
　段階２：
　第２アダプターの出力電圧は、複数のグレードを含んでいても良い。制御ユニットがコ
マンド２（上記第２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、第
２アダプターの出力電圧（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
現在の電圧とがマッチングしているか否かを尋ねる。
【００７５】
　充電対象機器（例えば端末）は、コマンド２の返事コマンドを制御ユニットに送信して
、第２アダプター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マ
ッチングしている、高めである又は低めであることを指示する。コマンド２に対する返事
コマンドが第２アダプターの出力電圧が高めである又は低めであることを指示すると、制
御ユニットは、第２アダプターの出力電圧を１グレード調整し、充電対象機器（例えば端
末）にコマンド２を再度に送信し、第２アダプター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マッチングしているか否かを再度に尋ねることができる
。充電対象機器（例えば端末）が、第２アダプター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マッチングしていることを決定するまで段階２の上記ス
テップを繰り返して、段階３に移行する。
【００７６】
　段階３：
　制御ユニットは、コマンド３（上記第３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）の現在サポートする最大充電電流を尋ね
る。充電対象機器（例えば端末）はコマンド３の返事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）の現在サポートする最大充電電流を指示して、段階４に移行
する。
【００７７】
　段階４：
　制御ユニットは、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に基づ
いて、第２充電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器（例えば端末）を
充電するための充電電流を決定した後、段階５、即ち定電流充電段階に移行する。
【００７８】
　段階５：
　定電流充電段階に移行した後、制御ユニットは、一定時間ごとにコマンド４（上記第４
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、充電対象機器（例えば端
末）のバッテリの現在の電圧を尋ねることができる。充電対象機器（例えば端末）は、コ
マンド４の返事コマンドを制御ユニットに送信して、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の接触が良好であるか否か、
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及び第２アダプターの出力電流を低減する必要があるか否かを判断することができる。第
２アダプターが充電インターフェースの接触が不良であると判断した場合に、コマンド５
（上記第５コマンドに対応する）を充電対象機器（例えば端末）に送信することができ、
第２アダプターは、第２充電モードを終了し、リセットして再度に段階１に移行する。
【００７９】
　選択的に、一部の実施例において、段階１において、充電対象機器（例えば端末）がコ
マンド１の返事コマンドを送信する場合に、コマンド１の返事コマンドにおいて充電対象
機器（例えば端末）の通路抵抗のデータ（又は情報）を運んでも良い。充電対象機器（例
えば端末）の通路抵抗のデータは、段階５で充電インターフェースの接触が良好であるか
否かを判断するためのものである。
【００８０】
　選択的に、一部の実施例において、段階２において、電対象機器（例えば端末）が、第
２アダプターが第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た
時点から、制御ユニットが第２アダプターの出力電圧を適切な充電電圧に調整するまでか
かった時間を一定範囲内に制御しても良い。時間が所定範囲を超えると、第２アダプター
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に移行することができる。
【００８１】
　選択的に、一部の実施例において、段階２において、第２アダプターの出力電圧が充電
対象機器（例えば端末）のバッテリの現在の電圧よりΔＶ（ΔＶを、２００～５００ｍＶ
としても良い）高い場合に、充電対象機器（例えば端末）は、コマンド２の返事コマンド
を制御ユニットに送信して、第２アダプターの出力電圧と充電対象機器（例えば端末）の
バッテリ電圧とがマッチングしていることを指示しても良い。
【００８２】
　選択的に、一部の実施例において、段階４において、第２アダプターの出力電流の調整
速度は、一定範囲内に制御しても良い。このようにすると、調整速度が速すぎることによ
る第２充電モードでの第２アダプターの出力が充電対象機器（例えば端末）を充電するプ
ロセスの異常の発生を避けることができる。
【００８３】
　選択的に、一部の実施例において、段階５において、第２アダプターの出力電流の変化
幅は、５％以内に制御しても良い。
【００８４】
　選択的に、一部の実施例において、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にモニターリングしても良い。具体的には、制御ユニットは、第２ア
ダプターの出力電圧と、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に基づいて、充電回路の通路抵抗をモニターリングするこ
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」の場合に、充電インターフェースが接触不良であると判定することがで
き、第２アダプターは第２充電モードで充電対象機器（例えば端末）を充電するのを停止
する。
【００８５】
　選択的に、一部の実施例において、第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器（
例えば端末）を充電するのを開始した後、制御ユニットと充電対象機器（例えば端末）と
の間の通信時間間隔を一定範囲内に制御しても良く、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。
【００８６】
　選択的に、一部の実施例において、充電プロセスの停止（又は第２アダプターが第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、回復可能な停止
と回復不可能な停止との２種類に分けても良い。
【００８７】
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　例えば、充電対象機器（例えば端末）のバッテリが満充電されたこと又は充電インター
フェースが接触不良であることが検出された場合に、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に移行する。その後、充電対象機
器（例えば端末）が、第２アダプターが第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同意しないと、通信プロセスは段階２に移行しない。このよ
うな場合の充電プロセスの停止は、回復不可能な停止と見なされても良い。
【００８８】
　また、例えば、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、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に移行する。段階１の要求が満たされた後、充電対象機器（例えば端末）が、
第２アダプターが第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、回復可能な停止
と見なされても良い。
【００８９】
　また、例えば、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した
場合に、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に移行する。その後、充電対象機器（例えば端末）は、第２アダプターが第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、且つ段階１の要求を満たした後、充電対象機器（例えば端末）は、第２アダプ
ターが第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、回復可能な停止と見なされても良い。
【００９０】
　以上、図４Ｂに示す通信ステップ又は操作は一例に過ぎない。例えば、段階１において
、充電対象機器（例えば端末）が第２アダプターに接続された後、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
って開始されても良い。即ち、充電対象機器（例えば端末）はコマンド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尋ねる。充電対象機器（例えば端末）は
、制御ユニットが第２アダプターが第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指示する制御ユニットの返事コマンドを受信した場合に、第２
アダプターは、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
。
【００９１】
　また、例えば、段階５の後、定電圧充電段階をさらに含んでいても良い。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
をフィードバックすることができる。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移行する。定電圧充電段階
において、充電電流が次第に減少していき、電流がある閾値に低下した場合に、充電プロ
セスの全体が停止され、充電対象機器（例えば端末）のバッテリが既に満充電されたこと
を表する。
【００９２】
　選択的に、一部の実施例において、第２アダプターは、第２アダプターの出力電流を直
接に充電対象機器（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して
も良い。
【００９３】
　具体的には、直接充電とは、２アダプターの出力電圧及び出力電流を直接に充電対象機
器（例えば端末）のバッテリの両端に印加（又は直接にガイドする）して、充電対象機器
（例えば端末）のバッテリを充電し、途中で変換回路により第２アダプターの出力電流又
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避けられるこ
とを指しても良い。第２充電モードで充電するプロセスにおいて、充電回路における充電
電圧又は充電電流を調整するために、第２アダプターを知能的なアダプターとして設計す
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ることができ、第２アダプターにより充電電圧又は充電電流の変換を完成する。このよう
にすると、充電対象機器（例えば端末）負担を軽減し、充電対象機器の発熱量を低減する
ことができる。
【００９４】
　本発明の実施形態に係る第２アダプター１０は、定電流モードで作動することができる
。本発明における定電流モードとは、第２アダプターの出力電流を制御する充電モードを
指し、第２アダプターの出力電流が一定に維持されて変動しないことを要求することでは
ない。実際に第２アダプターは定電流モードで常に多段階定電流の方式で充電する。
【００９５】
　多段階定電流充電（Ｍｕｌｔｉ－ｓｔａｇｅ　ｃｏｎｓｔａｎｔ　ｃｕｒｒｅｎｔ　ｃ
ｈａｒｇｉｎｇ）が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段階の充電を始めることができる。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）段階まで順次に実行される。充電段階のうち
前の充電段階から次の充電段階に移行した後、充電電流値が小さくなる。バッテリ電圧が
充電終止電圧閾値に達した場合に、充電段階のうち前の充電段階か次の充電段階に移行す
ることになる。
【００９６】
　さらに、第２アダプターの出力電流が脈動直流電流である場合に、定電流モードとは、
脈動直流電流のピーク値を制御する充電モードを指しても良い。即ち、図５に示すように
、第２アダプターの出力電流のピーク値が定電流モードの対応する電流を超えないように
制御する。
【００９７】
　以上に、図１から図５を参照して、本発明の装置の実施形態について詳しく説明した。
以下に、図６に合わせて、本発明の実施形態に係る方法の実施例を詳しく説明する。なお
、方法側の説明と装置側の説明が互いに対応しており、簡潔のために、重複した説明を適
宜に省略する。
【００９８】
　図６は、本発明の実施形態に係る充電制御方法の概略フローチャートである。図６の方
法は、第２アダプターに適用することができ、例えば、上記図１から図５に記載される第
２アダプターであっても良い。具体的には、第２アダプターは、入力された交流を変換し
て、第２アダプターの出力電圧及び出力電流を取得するための電力変換ユニットを備え、
ここで、第２アダプターの出力電流が交流又はリップル直流電流である。
【００９９】
　図６の方法は、以下の動作を含む。
【０１００】
　ステップ６１０として、電力変換ユニットからリップル波形の入力電圧を取得し、リッ
プル波形の入力電圧を目標電圧に変換し、目標電圧のピーク値は、第２アダプターにおけ
る素子の最低作動電圧と最高作動電圧との間にある。
【０１０１】
　ステップ６２０として、目標電圧で素子に給電する。
【０１０２】
　選択的に、一部の実施例において、電力変換ユニットは、１次ユニットと２次ユニット
とを備えていても良い。電力変換ユニットから入力電圧を取得し、入力電圧を目標電圧に
変換するステップは、１次ユニットから２次ユニットに結合されたリップル波形の電圧を
目標電圧に変換するステップを含む。
【０１０３】
　選択的に、一部の実施例において、１次ユニットから２次ユニットに結合されたリップ
ル波形の電圧を目標電圧に変換するステップは、２次ユニットの電流を整流して、リップ
ル式の電流及び電圧を取得するステップと、リップル式の電圧を目標電圧に変換するステ
ップとを含んでいても良い。
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【０１０４】
　選択的に、一部の実施例において、第２アダプターは、定電流モードにおいて作動する
第２アダプターであっても良い。
【０１０５】
　選択的に、一部の実施例において、第２アダプターは、トランスを備え、トランスの１
次巻線と２次巻線とのコイル巻数比は、目標電圧のピーク値に基づいて決定されても良い
。
【０１０６】
　選択的に、一部の実施例において、第２アダプターは、第１充電モード及び第２充電モ
ードを有していても良い。第２アダプターの第２充電モードにおける充電対象機器への充
電速度は、第２アダプターの第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
。図６の方法は、第２アダプターが充電対象機器と接続されるプロセスにおいて、充電対
象機器と二方向通信して、第２充電モードでの第２アダプターの出力を制御するステップ
をさらに含んでいても良い。
【０１０７】
　選択的に、一部の実施例において、充電対象機器と二方向通信して、第２充電モードで
の第２アダプターの出力を制御するプロセスは、充電対象機器と二方向通信して、第２ア
ダプターと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い
ても良い。
【０１０８】
　選択的に、一部の実施例において、充電対象機器と二方向通信して、第２アダプターと
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、充電対象機器が第
２充電モードをオンにするか否かを尋ねるための第１コマンドを充電対象機器に送信する
ステップと、充電対象機器から送信された、充電対象機器が第２充電モードをオンにする
ことに同意するか否かを指示するための第１コマンドの返事コマンドを受信するステップ
と、充電対象機器が第２充電モードをオンにすることに同意した場合に、第２充電モード
で充電対象機器を充電するステップとを含んでいても良い。
【０１０９】
　選択的に、一部の実施例において、充電対象機器と二方向通信して、第２充電モードで
の第２アダプターの出力を制御するプロセスは、充電対象機器と二方向通信して、第２充
電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器を充電するための充電電圧を決
定するステップと、第２アダプターの出力電圧を調整して、第２アダプターの出力電圧が
、第２充電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器を充電するための充電
電圧と等しくなるようにするステップとを含んでいても良い。
【０１１０】
　選択的に、一部の実施例において、充電対象機器と二方向通信して、第２充電モードで
の第２アダプターから出力された充電対象機器を充電するための充電電圧を決定するステ
ップは、第２アダプターの出力電圧と充電対象機器のバッテリの現在の電圧とがマッチン
グしているか否かを尋ねるための第２コマンドを充電対象機器に送信するステップと、充
電対象機器から送信された、第２アダプターの出力電圧とバッテリの現在の電圧とがマッ
チングしている、高めである又は低めであることを指示するための第２コマンドの返事コ
マンドを受信するステップとを含んでいても良い。
【０１１１】
　選択的に、一部の実施例において、充電対象機器と二方向通信して、第２充電モードで
の第２アダプターの出力を制御するプロセスは、充電対象機器と二方向通信して、第２充
電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器を充電するための充電電流を決
定するステップと、第２アダプターの出力電流を調整して、第２アダプターの出力電流が
第２充電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器を充電するための充電電
流と等しくなるようにするステップとを含んでいても良い。
【０１１２】
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　選択的に、一部の実施例において、充電対象機器と二方向通信して、第２充電モードで
の第２アダプターから出力された充電対象機器を充電するための充電電流を決定するステ
ップは、充電対象機器の現在サポートする最大充電電流を尋ねるための第３コマンドを充
電対象機器に送信するステップと、充電対象機器から送信された、充電対象機器の現在サ
ポートする最大充電電流を指示するための第３コマンドの返事コマンドを受信するステッ
プと、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、第２充電モードでの第
２アダプターから出力された充電対象機器を充電するための充電電流を決定するステップ
とを含んでいても良い。
【０１１３】
　選択的に、一部の実施例において、充電対象機器と二方向通信して、第２充電モードで
の第２アダプターの出力を制御するプロセスは、第２充電モードで充電するプロセスにお
いて、充電対象機器と二方向通信して、第２アダプターの出力電流を調整するステップを
含んでいても良い。
【０１１４】
　選択的に、一部の実施例において、充電対象機器と二方向通信して、第２アダプターの
出力電流を調整するステップは、充電対象機器のバッテリの現在の電圧を尋ねるための第
４コマンドを充電対象機器に送信するステップと、第２アダプターから送信された、バッ
テリの現在の電圧を指示するための第４コマンドの返事コマンドを受信するステップと、
バッテリの現在電圧に基づいて、第２アダプターの出力電流を調整するステップとを含ん
でいても良い。
【０１１５】
　選択的に、一部の実施例において、第２アダプターは、充電インターフェースを備え、
充電対象機器と二方向通信するステップは、充電インターフェースにおけるデータケーブ
ルを介して充電対象機器と二方向通信するステップを含んでいても良い。
【０１１６】
　選択的に、一部の実施例において、第２アダプターの出力電圧及び出力電流は、直接に
充電対象機器のバッテリの両端に印加されて、バッテリを直接充電しても良い。
【０１１７】
　選択的に、一部の実施例において、第２アダプターは、充電プロセスを制御するための
制御ユニットを備え、制御ユニットはマイクロコントロールユニットＭＣＵであっても良
い。
【０１１８】
　選択的に、一部の実施例において、第２アダプターは、充電インターフェースを備え、
充電インターフェースはユニバーサル・シリアル・バスＵＳＢインターフェースであって
も良い。
【０１１９】
　なお、本文における「第１アダプター」及び「第２アダプター」は、便利に説明するた
めだけのものであり、本発明の実施形態に係るアダプターの具体的なタイプを限定するた
めのものではない。
【０１２０】
　当業者は以下のことを認識することができる。本発明に開示されている実施例に合わせ
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することができる。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方式によって実行されるのかは技術
案の特定応用及び設計拘束条件によるものである。当業者は、各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
えたと考えてはいけない。
【０１２１】
　当業者は、以下のことを明白に理解することができる。便利及び簡潔に説明するために
、上記システムと、装置と、ユニットとの具体的な作動プロセスは、方法の実施例におけ
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【０１２２】
　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と、装置と
、方法とは、他の方式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、ユニットの区分は、ロジック機能の区分だけである。実
際に実現する時に、他の区分方式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、又は他のシステムに集成することができ、又は
一部の特徴を無視することができ、又は実行しないことができる。一方、示された又は論
議された相互間の結合又は直接結合又は通信接続は、一部のインターフェースを介して、
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。
【０１２３】
　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、一つの場所にあっても良いし、又は複
数のネットワークユニットに分布されても良い。必要に応じて、そのうちの一部又は全部
のユニットを選択して本実施例の技術案の目的を実現することができる。
【０１２４】
　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集められ
ても良いが、各ユニットが独立な物理存在であっても良く、二つ以上のユニットが一つの
ユニットに集めても良い。
【０１２５】
　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、且つ独立する製品として販
売又は利用される場合に、一つのコンピュータ読み取り可能な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。コンピュ
ータソフトウェア製品は、一つの記憶媒体に記憶され、一台のコンピュータ設備（個人コ
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）に本発明の各実施形態に
係る方法の全部又は一部ステップを実行させる若干のコマンドを含む。記憶媒体は、ＵＳ
Ｂメモリ、ポータブルハードディスク、読み取り専用メモリ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ、ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ、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。
【０１２６】
　以上の記載は、ただ本発明の実施形態であり、本発明の保護範囲はこれに限定されない
。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する変化
又は取り替えは、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準ずるべきである。
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