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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動端末の充電方法であって、
　移動端末の内部のＵＳＢインターフェースの電圧バス（ＶＢＵＳ）の電源入力に、ＶＢ
ＵＳの電源入力をオフ及びオンにすることができる制御スイッチが接続され、充電期間に
、前記移動端末が前記制御スイッチを制御することにより、特定の電流波形を生成するよ
うに入力電流を制御し、
　前記移動端末を充電するための充電装置は、内部に自身の出力電流波形を検出すること
ができる回路を含み、当該回路が前記移動端末により生成された特定の電流波形を検出し
た場合、充電装置の出力電圧を高く調整して前記移動端末を充電し、
　移動端末は、アナログ－デジタル変換器（ＡＤＣ）により現在のＶＢＵＳ電圧を判断し
、現在のＶＢＵＳ電圧が予め設定された閾値より高い場合、充電プロセスに干渉せず、現
在のＶＢＵＳ電圧が予め設定された閾値より低い場合、制御信号を生成して前記特定の電
流波形を生成する、移動端末の充電方法。
【請求項２】
　前記移動端末は、制御スイッチ、直流－直流（ＤＣ／ＤＣ）充電管理回路、および電池
を備え、
　充電期間に、前記移動端末は、前記制御スイッチによりＶＢＵＳの電流入力をオン又は
オフにすることにより、特定の電流波形を生成し、
　前記制御スイッチを通るＶＢＵＳ電源は、ＤＣ／ＤＣ充電管理回路に出力されて、電池
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を充電する、
　請求項１に記載の移動端末の充電方法。
【請求項３】
　前記充電装置は、交流－直流（ＡＣ／ＤＣ）変換器と電流波形検出回路を含み、ＡＣ／
ＤＣ変換器の出力電圧が調整可能であり、電流波形検出回路が出力電流の波形に基づいて
論理レベルを生成して、ＡＣ／ＤＣ変換器の出力電圧を制御する
　請求項１に記載の移動端末の充電方法。
【請求項４】
　制御スイッチ、充電管理回路、および電池を備える移動端末であって、
　前記制御スイッチは、移動端末のＵＳＢインターフェースの電圧バス（ＶＢＵＳ）の電
流入力をオン又はオフにして、特定の電流波形を生成することに用いられ、
　前記充電管理回路は、前記制御スイッチを通るＶＢＵＳ電流を受信して、電池を充電す
ることに用いられ、
　前記移動端末は、アナログ－デジタル変換器（ＡＤＣ）により現在のＶＢＵＳ電圧を判
断し、現在のＶＢＵＳ電圧が予め設定された閾値より高い場合、充電プロセスに干渉せず
、現在のＶＢＵＳ電圧が予め設定された閾値より低い場合、制御信号を生成して前記特定
の電流波形を生成することに用いられる、前記移動端末。
【請求項５】
　前記移動端末を充電するための充電装置は、自身の出力電流波形を検出することができ
る回路を含み、当該回路が前記移動端末により生成された特定の電流波形を検出した場合
、充電装置の出力電圧を高く調整して前記移動端末を充電することに用いられる、
　請求項４に記載の移動端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信技術分野に関し、より具体的には、移動端末及びその充電装置、方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動端末技術の急速な発展に伴い、タブレットコンピュータ、携帯電話、携帯型メディ
アプレーヤー、携帯型ナビゲーター、電子リーダーなどの製品は、何千もの家族に遍在し
、非常に広く応用されている。これらの携帯型端末に標準的なＵＳＢインターフェースを
統一的に使用して充電することが一般的である。
【０００３】
　中国政府と欧州連合（ＥＵ）は、このために強制性又は推薦性の規則（例えば『移動通
信携帯電話の充電器及びインターフェースに対する技術的要求とテスト方法』など）法規
を制定する。これらの法規は、充電便利性の向上、消費コストの低減、社会資源の節約、
電子廃棄物の減少、温室効果ガスの排出などの方面に積極的な意味を持っている。
【０００４】
　標準的なＵＳＢホストインタフェースに対しては、５Vの充電電圧と５００ｍＡの充電
電流を使用しているため、充電電力は２．５Ｗだけである。大きな容量の電池への急速充
電の問題を解決するために、通常、移動端末装置の内部に、電源供給側のタイプを識別可
能な特殊な回路が設計されている。ユーザがＵＳＢホストインタフェースではなく電源ア
ダプタを使用して充電することが識別された場合、充電電流を約１Ａに向上させることが
でき、充電電力が約５Ｗに達し、充電時間を短縮させ、ユーザ体験を向上させる。
【０００５】
　しかし、標準的なＵＳＢコネクタは接触抵抗の影響を受けるので、充電電流は、任意に
向上されることがない。例えば、端末に一般的に使用されるＭＩＮＩとＭＩＣＲＯ型ＵＳ
Ｂコネクタに対して、充電電流が一旦１Ａを超えたら、明らかな発熱及び信頼性の低下を
引き起こす。したがって、上記のスキームが使用されても、充電電力は、約５Ｗにしか達
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することができない。
【０００６】
　前記約５Ｗの充電電力は、大容量の電池を有する一部の移動端末に対してはまだ不十分
である。例えば、大きなサイズのタブレットＰＣに対して、電池容量が６０００ｍＡｈを
超える可能性があるので、上記のスキームにより、２～３時間内に電池を完全に充電する
ことができない。
【０００７】
　端末装置に専用の高出力の充電インターフェースを設計することは、一般的な解決策で
ある。しかし、このようにすると、端末に余分なコストと体積を増やすだけでなく、端末
と充電器の汎用性を低下させて、節約と環境保護に貢献しない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記の欠点を補うために、本発明は、移動端末及びその充電装置、方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の技術的なスキームは、以下のように実現される。
　移動端末の充電方法であって、
　移動端末の内部のＵＳＢインターフェースの電圧バス（ＶＢＵＳ）の電源入力に、ＶＢ
ＵＳの電源入力をオフ及びオンにすることができるスイッチが接続され、充電期間に、前
記移動端末は、前記スイッチを制御することにより、特定の電流波形を生成するように入
力電流を制御し、
　前記移動端末を充電するための充電装置は、内部に自身の出力電流波形を検出すること
ができる回路を含み、当該回路が前記移動端末により生成された特定の電流波形を検出し
た場合、充電装置の出力電圧を高く調整して移動端末を充電する。
【００１０】
　ここで、前記移動端末は、制御スイッチ、直流－直流（ＤＣ／ＤＣ）充電管理回路およ
び電池を備える。
　充電期間に、前記移動端末は、前記スイッチによりＶＢＵＳの電流入力をオン又はオフ
にすることにより、特定の電流波形を生成する。
　前記制御スイッチを通るＶＢＵＳ電源は、ＤＣ／ＤＣ充電管理回路に出力されて、電池
を充電する。
【００１１】
　ここで、前記充電装置は、交流－直流（ＡＣ／ＤＣ）変換器と電流波形検出回路を含み
、ＡＣ／ＤＣ変換器の出力電圧を調整可能であり、電流波形検出回路が出力電流の波形に
基づいて論理レベルを生成して、ＡＣ／ＤＣ変換器の出力電圧を制御する。
【００１２】
　ここで、前記充電装置が移動端末に接続された場合、移動端末は、すぐに制御スイッチ
により特定の電流波形を生成し、当該電流波形が充電装置内部の電流波形検出回路により
検出された後、アダプタを制御して出力電圧を向上させる。
【００１３】
　ここで、移動端末は、アナログ－デジタル変換器（ＡＤＣ）により現在のＶＢＵＳ電圧
を判断し、現在のＶＢＵＳ電圧が予め設定された閾値より高い場合、充電プロセスに干渉
せず、現在のＶＢＵＳ電圧が予め設定された閾値より低い場合、制御信号を生成して前記
特定の電流波形を生成する。
　移動端末は、制御スイッチ、充電管理回路、および電池を備える。
【００１４】
　前記制御スイッチは、電圧バス（ＶＢＵＳ）の電流入力をオン又はオフにして、特定の
電流波形を生成することに用いられる。
　前記充電管理回路は、前記制御スイッチを通すＶＢＵＳ電流を受信して、電池を充電す
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ることに用いられる。
【００１５】
　ここで、前記移動端末を充電するための充電装置は、自身の出力電流波形を検出するこ
とができる回路を含み、当該回路が、前記移動端末により生成された特定の電流波形を検
出した場合、充電装置の出力電圧を高く調整して前記移動端末を充電することに用いられ
る。
【００１６】
　ここで、前記移動端末は、アナログ－デジタル変換器（ＡＤＣ）により現在のＶＢＵＳ
電圧を判断し、現在のＶＢＵＳ電圧が予め設定された閾値より高い場合、充電プロセスに
干渉せず、現在のＶＢＵＳ電圧が予め設定された閾値より低い場合、制御信号を生成して
前記特定の電流波形を生成することに用いられる。
【００１７】
　移動端末の充電装置は、移動端末を充電することに用いられ、交流－直流（ＡＣ／ＤＣ
）変換器と電流波形検出回路を含み、ＡＣ／ＤＣ変換器の出力電圧が調整可能であり、電
流波形検出回路が出力電流の特定の波形に基づいて論理レベルを生成して、ＡＣ／ＤＣ変
換器の出力電圧を制御することに用いられる。
【００１８】
　ここで、前記移動端末は、制御スイッチ、直流－直流（ＤＣ／ＤＣ）充電管理回路、お
よび電池を備える。充電期間に、前記移動端末は、前記スイッチにより電圧バス（ＶＢＵ
Ｓ）の電流入力をオン又はオフにすることにより、特定の電流波形を生成することに用い
られる。前記制御スイッチを通るＶＢＵＳ電源は、ＤＣ／ＤＣ充電管理回路に出力されて
、電池を充電する。
【００１９】
　ここで、前記充電装置が移動端末に接続された場合、移動端末は、すぐに制御スイッチ
により特定の電流波形を生成することに用いられる。当該電流波形が充電装置の内部の電
流波形検出回路により検出された場合、前記電流波形検出回路は、アダプタを制御して出
力電圧を向上させることに用いられる。
【００２０】
　ここで、前記移動端末は、アナログ－デジタル変換器（ＡＤＣ）により現在のＶＢＵＳ
電圧を判断し、現在のＶＢＵＳ現在のＶＢＵＳ電圧が予め設定された閾値より高い場合、
充電プロセスに干渉せず、現在のＶＢＵＳ電圧が予め設定された閾値より低い場合、制御
信号を生成して前記特定の電流波形を生成することに用いられる。
【００２１】
　上述したように、本発明は、
　一般的なＵＳＢインターフェースによる充電に比べて、充電時間が大幅に短縮され、ユ
ーザ体験が向上され、専用の充電インターフェースによる充電に比べて、端末の体積、重
さが減少されるだけでなく、充電器の汎用性と利用率も向上され、節約と環境保護に貢献
する、という有益な効果がある。端末のＵＳＢインターフェースにより、充電電力が大幅
に向上されている。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明に係る実施例のＵＳＢインターフェースを介して高電力で充電可能なアダ
プタ及び移動端末の全体システム原理のブロック図である。
【図２】本発明に係る実施例の移動端末の内部の関連回路を示す図である。
【図３】本発明に係る実施例の移動端末の内部における高電力充電に関連するソフトウェ
アの動作のフローチャートである。
【図４】本発明に係る実施例の電源アダプタの内部の原理を示す図である。
【図５】本発明に係る実施例の波形検出論理回路の原理ブロック図である。
【図６】本発明に係る実施例の回路の動作原理における論理回路の動作プロセスを示す図
である。
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【図７】本発明に係る実施例の移動端末内のスイッチング制御信号波形、電流波形、アダ
プタ内の比較器の入力電圧波形及び出力電流波形の比較図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明は、特殊に設計された電源アダプタ及び携帯型端末の内部に位置する充電管理回
路を含む、ＵＳＢインターフェースを介して高電力で充電する装置および移動端末を提供
することにある。本発明の技術的なスキームによれば、ＵＳＢインターフェースを介して
、一般的な電源アダプタよりもはるかに大きい充電電力を達成することができる。
【００２４】
　本発明に記載の電源アダプタは、一般的な携帯型端末を中小電力で充電することができ
、高電力で前記携帯型端末に電力を供給することもできる。前記携帯型端末は、前記アダ
プタを用いて充電することだけでなく、一般的な電源アダプタ／ＵＳＢホストにより自身
を充電するのを許容することもできる。
【００２５】
　本発明が依拠する主要な思想は、次のように記述される。
移動端末の内部では、ＵＳＢインターフェースのＶＢＵＳ（電圧バス）電源入力に、ＶＢ
ＵＳの電源入力をオフ及びオンにすることができるスイッチが接続されている。充電期間
に、当該移動端末は、このスイッチを制御することにより、特定の電流波形を生成するよ
うに入力電流を制御することができる。
【００２６】
　前記電源アダプタは、その出力電圧が調整可能である。前記電源アダプタの内部には、
自身の出力電流波形を検出することができる回路が含まれる。当該回路が前記移動端末に
より生成された特定の電流波形を検出した場合、アダプタの出力電圧を高く調整して、出
力電力を向上する目的を達成する。
【００２７】
　以下、図面を参照して、１つの実施例に対する記述により、発明内容をさらに説明する
。
　図１を参照すると、図１は、本発明に係る実施例のＵＳＢインターフェースを介して高
電力で充電可能なアダプタ及び移動端末の全体システム原理のブロック図である。当該図
は、左側の電源アダプタ及び右側の移動端末の２つの部分に分かられている。
【００２８】
　前記移動端末は、制御スイッチ、ＤＣ／ＤＣ（直流－直流）充電管理回路、電池および
他の回路を備える。充電期間に、当該移動端末の内部のソフトウェアは、当該スイッチに
よりＶＢＵＳの電流入力をオン又はオフにして、特定の電流波形を生成することができる
。前記制御スイッチを通すＶＢＵＳ電流は、ＤＣ／ＤＣ充電管理回路に出力されて、電池
を充電し且つ端末の他の回路に電力を供給する。
【００２９】
　前記電源アダプタは、ＡＣ／ＤＣ（交流－直流）変換器と電流波形検出回路を含む。Ａ
Ｃ／ＤＣ変換器の出力電圧は、調整可能である。電流波形検出回路は、出力電流の特定波
形に基づいて、論理レベルを生成し、ＡＣ／ＤＣの出力電圧を制御することができる。
【００３０】
　電源アダプタは、移動端末に接続される前に、その内部の波形検出回路が特定の電流波
形を検出しないため、５Vの電圧を出力する。アダプタが移動端末に接続された場合、移
動端末は、すぐに制御スイッチにより１つの特定の電流波形を生成し、当該電流波形がア
ダプタの内部の電流波形検出回路により検出された後、アダプタを制御して出力電圧を向
上させて、充電電力を向上する目的を達成する。
【００３１】
　図２を参照すると、図２は本発明に係る実施例の移動端末の内部の関連回路を示す図で
ある。充電管理ソフトウェアによって制御されるＣＴＲＬ（制御）信号は、１つの駆動装
置により、ＰＭＯＳ（Ｐ型金属-酸化膜-半導体）トランジスタＴ２１が開いているかどう



(6) JP 6359459 B2 2018.7.18

10

20

30

40

50

かを制御する。
【００３２】
　Ｔ２１を通る電力は、Ｌ２１とＣ２１からなる低域通過フィルタネットワークを介して
充電管理チップＭＡＸ８９０３に電力を供給し、当該低域通過フィルタは、ＭＡＸ８９０
３の動作パルスがＶＢＵＳ上の電流波形に影響することを防止することができる。図２に
おけるＺ２１とＤ２１は、Ｔ２１が閉じる瞬間に回路上に誘発された高電圧によるＴ２１
への損害を防止することに用いられる。その他、移動端末内で動作しているソフトウェア
が現在のＶＢＵＳ電圧を読み取るように、ＶＢＵＳ信号は、システムのＡＤＣに送信され
る。
【００３３】
　図２において、ＭＡＸ８９０３は、１つの動的経路管理付けのＤＣ／ＤＣ充電チップで
ある。外部電源がある場合、外部電源をＤＣ／ＤＣ変換したのち、ＶＳＹＳ（システム電
圧）と電池に給電する。外部電源がない場合、電池よりＶＳＹＳに電力を供給する。ＭＡ
Ｘ８９０３の入力電流上限は、本実施例において１Ａに設定されている。ＭＡＸ８９０３
は、１６Vの最大入力電圧を許容することができ、入力されたＶＢＵＳ電圧が１０Vに達す
る時に正常に動作することができる。
【００３４】
　図３を参照すると、図３は本発明に係る実施例の移動端末の内部の高電力充電と関連す
るソフトウェアの動作のフローチャートであり、それは以下のステップを含む。
【００３５】
　ステップ３０１：ＶＢＵＳ電源スイッチをオンにする。
　ステップ３０２：ＶＢＵＳ電圧を読み取る。
　ステップ３０３：ＶＢＵＳ電圧が５．５Vより高いかどうかを判断し、５．５Vより高い
場合、ステップ３０５に進み、５．５Vより低い場合、ステップ３０４に進む。
　ステップ３０４：１１００１０１０を制御信号に送信し、各ビット（ＢＩＴ）が１ｍｓ
を占める。
　ステップ３０５：１秒遅らせてステップ３０２に戻る。
【００３６】
　ソフトウェアは、１ｓごとにアナログ－デジタル変換器（ＡＤＣ）により現在のＶＢＵ
Ｓ電圧を１回判断する。電圧が５．５Vより高い場合、外部アダプタがすでに高電圧出力
状態に入り、充電プロセスに干渉しないことを示す。現在のＶＢＵＳ電圧が５．５Vより
低い場合、ソフトウェアは、ＣＴＲＬ信号を用いて制御信号を生成し、Ｔ１を制御するこ
とにより、予め設定された電流波形を生成し、当該電流波形と制御信号の関係は図７を参
照されたい。本実施例において、制御シーケンスが１１００１０１０Ｂである場合、１６
進数で０ＣＡＨであると表す。
【００３７】
　当該実施例において、前記判断基準は、５．５Vの電圧に設定され、当該電圧値が予め
設定された閾値であり、他の実施例において、他の値に設定されてもよい。
【００３８】
　図４は、本発明に係る実施例の電源アダプタの内部の原理を示す図である。その中で、
Ｒ４１／Ｒ４２／Ｒ４３／Ｔ４１は、ＡＣ／ＤＣの電圧フィードバックネットワークを構
成する。ＡＣ／ＤＣアダプタフィードバック側の基準電圧ＶＲＥＦは、２．５Vであり、
Ｒ４１＝１Ｋｏｈｍ、Ｒ４２＝３３０ｏｈｍ、Ｒ４３＝６７０ｏｈｍを取る場合、制御信
号が低レベルであるときに、ＮＭＯＳ（Ｎ型金属-酸化膜-半導体電界効果トランジスタ）
トランジスタ４１は非導電であり、出力電圧は、
【００３９】
【数１】

である。
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　制御信号が高レベルであり、Ｔ４１は導電であり、Ｒ４３を短絡させる場合、出力電圧
は、
【数２】

である。
【００４０】
　図４において、直流出力経路に抵抗Ｒ４４を直列接続し、値が０．０５ｏｈｍを取る。
当該抵抗上の電圧降下は、現在のアダプタの出力電流を反映する。この電圧降下を用いて
５ｍVに固定された１つのバイアス電圧を重畳して、比較器に送信する。
【００４１】
　出力電流が０．１Ａより大きい場合、当該抵抗上の電圧降下が５ｍVより大きく、比較
器の出力が低レベルになり、逆に、出力電流が０．１Ａより小さい場合、比較器の出力が
高レベルになる。アダプタの出力電流がある時に小さく、ある時に大きい場合、当該比較
器は、０．１Ａを比較閾値として、電流波形をデジタル化する。デジタル化された電流波
形、アダプタ内の比較器の入力電圧波形及び出力電流波形の関係は、図７を参照されたい
。
【００４２】
　図４における波形検出論理回路は、デフォルトで低レベル信号を出力するので、ＡＣ／
ＤＣの出力電圧が５Vになる。波形検出論理回路が特定のデジタル波形（本実施例におい
て１１００１０１０Ｂである）を検出した場合、高レベル信号を出力するので、ＡＣ／Ｄ
Ｃの出力電圧は、１０Vに上昇する。
【００４３】
　後続の波形回路が一旦高レベルの入力信号を検出したら（出力電流が０．１Ａより小さ
いことに対応する）、端末がすでに高電力充電を必要としないこと、又は当該アダプタが
抜かれていることを意味し、当該論理回路は、すぐに低レベルに戻し、アダプタの出力電
圧が５Vに戻るように制御する。
【００４４】
　図５は、前記波形検出論理回路の原理ブロック図である。それは、クロック発生器、シ
フトレジスタ、デジタル比較器、ＮＯＲゲート、およびＲＳ（リセット-セット）フリッ
プフロップを含む。
　前記クロック発生器は、１ｋＨｚの固定クロックを生成してシフトレジスタの動作クロ
ックとする。クロックの立ち上がりエッジに、シフトレジスタは、入力信号をサンプリン
グし、シフトレジスタのシフトシーケンスにシフトする。
【００４５】
　図５におけるデジタル比較器は、一方の入力端がシフトレジスタの並列出力に由来し、
他方の入力端が１つの特定の、端末のスイッチング制御信号と同じ値即ち１１００１０１
０Ｂに固定される。当該デジタル比較器は、２つのポートの８ｂｉｔデータが全部一致す
る時に低電圧を出力し、そうでなく、１ビットが異なると、当該デジタル比較器の出力レ
ベルが高くなる。
【００４６】
　論理回路におけるＲＳフリップフロップは、デフォルトで低レベルを出力する。Ｒ側が
高レベルである場合、出力は低レベルである。Ｓ側が高レベルであることを検出した場合
、出力は高レベルである。ＮＯＲゲートは、ＲとＳが同時に有効である場合、Ｒ信号を優
先させて、電源アダプタが端末から引き抜かれ、電流が低下すると、すぐにアダプタの出
力を５Vに戻すことができることを保証することを目的とする。
【００４７】
　図６は、本発明に係る実施例の回路の動作原理における論理回路の動作プロセスを示す
図である。初期状態において、シフトレジスタの内部のシフトシーケンスがすべて０であ
り、ＲＳフリップフロップは、低レベルを出力する。入力信号は、２番目のクロック周期
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し、８ビットがすべてシフトレジスタに入り、この場合にシフトレジスタの出力値がちょ
うど１１００１０１０Ｂ（即ち１６進数の０ＣＡＨ）になる。
【００４８】
　この場合、デジタル比較器の２つの入力側信号は、完全に同じであり、出力が１から０
に反転し、ＮＯＲゲートを通して、ＲＳフリップフロップが反転し、その出力が０から１
になるように制御する（アダプタの出力電圧が１０Vに上がることに対応する）。
【００４９】
　１０番目のクロック周期から１４番目のクロック周期まで、比較器の２つの入力端のデ
ータが異なるので、比較器は、持続的に高レベルを出力する。この間にＲＳフリップフロ
ップの２つの入力端は０であり、出力状態が１に維持される（アダプタの出力電圧が１０
Vに維持されることに対応する）。
【００５０】
　１５番目のクロック周期に、入力信号は１になる（アダプタが引き抜かれる又は充電が
終了することに対応する）。この場合、ＲＳフリップフロップのＲ＝１、Ｓ＝０なので、
フリップフロップの出力がすぐに１から０に反転し（アダプタの出力電圧が５Vに戻るこ
とに対応する）、そして１８番目のクロック周期までずっとそのまま維持される。この段
階に、ＮＯＲゲートが存在するので、比較器の出力レベルは、ＲＳフリップフロップの入
力及び出力に影響しない。
【００５１】
　本実施例に記載の電源アダプタと移動端末は、ＵＳＢインターフェースに１Ａの電流だ
けを通す場合に、移動端末に１０Ｗの電力を入力することができ、一般的なＵＳＢインタ
ーフェースの電源アダプタを大幅に超える。
【００５２】
　本実施例に記載のアダプタは、一般的なＵＳＢインターフェースを具備する移動装置を
充電することもできる。この場合、アダプタは端末から送信された特定の電流波形を受信
できないので、出力電圧は、依然として標準的な５Vに維持され、移動端末装置を損傷せ
ず、それによってこのアダプタの汎用性を保証する。
　上記は、本発明の好ましい実施形態のみであるが、本発明の保護範囲を限定することに
用いられるものではない。
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