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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源装置、第１の充電ポート、第１の充電制御装置、及び第１のスイッチング装置を含
み、
　前記電源装置は、入力された交流電力に対して整流、降圧処理を行い、充電用直流電力
を出力し、少なくとも前記充電用直流電力を出力するための電圧出力ポートと、フィード
バック信号を受信し、出力された充電用直流電力を調整するためのフィードバック受信ポ
ートとを含み、
　前記第１の充電ポートは、充電端末に接続され、出力された充電用直流電力を充電端末
に出力し、少なくとも、前記電圧出力ポートに接続され、前記充電用直流電力を出力する
ための第１の電源ポートと、第１のデータ信号ポートとを含み、
　前記第１のスイッチング装置は、前記フィードバック受信ポートと第１の充電ポートと
の間に設けられ、前記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポート
と、前記第１の電源ポート或いは第１のデータ信号ポートとを接続する
　ことを特徴とする充電器。
【請求項２】
　前記充電器は、近端フィードバック状態と遠端フィードバック状態を有し、
　前記充電器が近端フィードバック状態にある場合、前記第１のスイッチング装置は、前
記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記第１の電源ポ
ートとを接続し、



(2) JP 5942042 B2 2016.6.29

10

20

30

40

50

　前記充電器が遠端フィードバック状態にある場合、前記第１のスイッチング装置は、前
記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記第１のデータ
信号ポートとを接続する
　ことを特徴とする請求項１に記載の充電器。
【請求項３】
　前記第１のデータ信号ポートは、Ｄ＋ポートとＤ－ポートを含み、
　前記充電器が遠端フィードバック状態にある場合、前記第１のスイッチング装置は、前
記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記Ｄ＋ポート或
いはＤ－ポートとを接続する
　ことを特徴とする請求項２に記載の充電器。
【請求項４】
　前記第１の充電制御装置は、充電開始の時、前記充電器が前記近端フィードバック状態
になる一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電器が前記遠端
フィードバック状態になるように制御する
　ことを特徴とする請求項２に記載の充電器。
【請求項５】
　前記第１の充電ポートは、ＵＳＢポート或いはＭｉｃｒｏ ＵＳＢポートである
　ことを特徴とする請求項１に記載の充電器。
【請求項６】
　充電管理チップ、第２の充電ポート、第２のスイッチング装置、及び第２の充電制御装
置を含む充電端末であって、
　前記充電管理チップは、入力された充電用直流電力を受け、前記充電端末を充電し、少
なくとも、前記充電用直流電力を入力するための電圧入力ポートと、チップデータポート
とを含み、
　前記第２の充電ポートは、充電器に接続され、充電器が入力した充電用直流電力を受け
、少なくとも、前記電圧入力ポートに接続され、前記充電用直流電力を前記充電管理チッ
プに出力するための第２の電源ポートと、第２のデータ信号ポートとを含み、
　前記第２のスイッチング装置は、前記充電管理チップと第２の充電ポートとの間に設け
られ、前記第２の充電制御装置の制御により、前記第２のデータ信号ポートと前記電圧入
力ポート或いはチップデータポートとを接続する
　ことを特徴とする充電端末。
【請求項７】
　前記充電端末は、近端フィードバック状態と遠端フィードバック状態を有し、
　前記充電端末が近端フィードバック状態にある場合、前記第２のスイッチング装置は、
前記第２の充電制御装置の制御により、前記第２のデータ信号ポートと前記チップデータ
ポートとを接続し、
　前記充電端末が遠端フィードバック状態にある場合、前記第２のスイッチング装置は、
前記第２の充電制御装置の制御により、前記第２のデータ信号ポートと前記電圧入力ポー
トとを接続する
　ことを特徴とする請求項６に記載の充電端末。
【請求項８】
　前記第２のデータ信号ポートは、Ｄ＋ポートとＤ－ポートを含み、
　前記充電端末が近端フィードバック状態にある場合、前記第２のスイッチング装置は、
前記第２の充電制御装置の制御により、前記Ｄ＋ポート或いはＤ－ポートと前記チップデ
ータポートとを接続し、
　前記充電端末が遠端フィードバック状態にある場合、前記第２のスイッチング装置は、
前記第２の充電制御装置の制御により、前記Ｄ＋ポート或いはＤ－ポートと前記電圧入力
ポートとを接続する
　ことを特徴とする請求項７に記載の充電端末。
【請求項９】
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　前記第２の充電制御装置は、充電開始の時、前記充電端末が前記近端フィードバック状
態になる一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電端末が前記
遠端フィードバック状態になるように制御する
　ことを特徴とする請求項７に記載の充電端末。
【請求項１０】
　前記第２の充電ポートは、ＵＳＢポート或いはＭｉｃｒｏ ＵＳＢポートである
　ことを特徴とする請求項６に記載の充電端末。
【請求項１１】
　充電器と充電端末を含み、前記充電器と充電端末とが接続され、前記充電器から充電端
末へ充電し、
　前記充電器は、電源装置、第１の充電ポート、第１の充電制御装置、及び第１のスイッ
チング装置を含み、
　前記電源装置は、入力された交流電力に対して整流、降圧処理を行い、充電用直流電力
を出力し、少なくとも、前記充電用直流電力を出力するための電圧出力ポートと、フィー
ドバック信号を受信し、出力された充電用直流電力を調整するためのフィードバック受信
ポートとを含み、
　前記第１の充電ポートは、充電端末に接続され、出力された充電用直流電力を充電端末
に出力し、少なくとも、前記電圧出力ポートに接続され、前記充電用直流電力を出力する
ための第１の電源ポートと、第１のデータ信号ポートとを含み、
　前記第１のスイッチング装置は、前記フィードバック受信ポートと第１の充電ポートと
の間に設けられ、前記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポート
と、前記第１の電源ポート或いは第１のデータ信号ポートとを接続し、
　前記充電端末は、充電管理チップ、第２の充電ポート、第２の充電制御装置、及び第２
のスイッチング装置を含み、
　前記充電管理チップは、入力された充電用直流電力を受け、前記充電端末を充電し、少
なくとも、前記充電用直流電力を入力するための電圧入力ポートと、チップデータポート
とを含み、
　前記第２の充電ポートは、充電器に接続され、充電器が入力した充電用直流電力を受け
、少なくとも、前記電圧入力ポートに接続され、前記充電用直流電力を前記充電管理チッ
プに出力するための第２の電源ポートと、第２のデータ信号ポートとを含み、
　前記第２のスイッチング装置は、前記充電管理チップと第２の充電ポートとの間に設け
られ、前記第２の充電制御装置の制御により、前記第２のデータ信号ポートと前記電圧入
力ポート或いはチップデータポートとを接続する
　ことを特徴とする充電システム。
【請求項１２】
　前記充電システムは、近端フィードバック状態と遠端フィードバック状態を有し、
　前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、前記第１のスイッチング装置
は、前記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記第１の
電源ポートとを接続し、前記第２のスイッチング装置は、前記第２の充電制御装置の制御
により、前記第２のデータ信号ポートと前記チップデータポートとを接続し、
　前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第１のスイッチング装置
は、前記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記第１の
データ信号ポートとを接続し、前記第２のスイッチング装置は、前記第２の充電制御装置
の制御により、前記第２のデータ信号ポートと前記電圧入力ポートとを接続する
　ことを特徴とする請求項１１に記載の充電システム。
【請求項１３】
　前記第１のデータ信号ポート、及び第２のデータ信号ポートは、それぞれＤ＋ポートと
Ｄ－ポートを含み、
　前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、前記第２のスイッチング装置
は、前記第２の充電制御装置の制御により、前記Ｄ＋ポートと前記チップデータポートと
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を接続し、
　前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第１のスイッチング装置
は、前記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記Ｄ＋ポ
ートとを接続するとともに、前記第２のスイッチング装置は、前記第２の充電制御装置の
制御により、前記Ｄ＋ポートと前記電圧入力ポートとを接続し、
　或いは、前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、前記第２のスイッチ
ング装置は、前記第２の充電制御装置の制御により、前記Ｄ－ポートと前記チップデータ
ポートとを接続し、
　前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第１のスイッチング装置
は、前記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記Ｄ－ポ
ートとを接続し、前記第２のスイッチング装置は、前記第２の充電制御装置の制御により
、前記Ｄ－ポートと前記電圧入力ポートとを接続する
　ことを特徴とする請求項１２に記載の充電システム。
【請求項１４】
　前記第１の充電制御装置は、充電開始の時、前記充電器が前記近端フィードバック状態
になる一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電器が前記遠端
フィードバック状態になるように制御し、
　前記第２の充電制御装置は、充電開始の時、前記充電端末が前記近端フィードバック状
態になる一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電端末が前記
遠端フィードバック状態になるように制御し、
　前記第１の充電制御装置と第２の充電制御装置との予め設定されたディレイ時間は同様
である
　ことを特徴とする請求項１２に記載の充電システム。
【請求項１５】
　前記第１の充電ポートは、ＵＳＢポート或いはＭｉｃｒｏ ＵＳＢポートであり、
　前記第２の充電ポートは、ＵＳＢポート或いはＭｉｃｒｏ ＵＳＢポートである
　ことを特徴とする請求項１１に記載の充電システム。
【請求項１６】
　請求項１１に記載の充電システムにより実現される充電制御方法において、
　充電開始の時、前記充電システムが近端フィードバック状態になるように制御し、前記
充電システムが近端フィードバック状態にある場合、充電器の第１のスイッチング装置は
、第１の充電制御装置の制御により、フィードバック受信ポートと第１の電源ポートとを
接続するとともに、充電端末の第２のスイッチング装置は、第２の充電制御装置の制御に
より、第２のデータ信号ポートとチップデータポートとを接続するステップと、
　充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えたかどうかを判定するステップと、
　充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電システムが遠端フィード
バック状態になるように制御し、前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合
、前記第１のスイッチング装置は、前記第１の充電制御装置の制御により、前記フィード
バック受信ポートと第１のデータ信号ポートとを接続すると共に、前記第２のスイッチン
グ装置は、前記第２の充電制御装置の制御により、前記第２のデータ信号ポートと電圧入
力ポートとを接続するステップと、を含む
　ことを特徴とする充電制御方法。
【請求項１７】
　前記第１のデータ信号ポート、及び第２のデータ信号ポートは、それぞれＤ＋ポートと
Ｄ－ポートを含み、
　前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、前記第２のスイッチング装置
は、前記第２の充電制御装置の制御により、前記Ｄ＋ポートと前記チップデータポートと
を接続し、
　前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第１のスイッチング装置
は、前記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記Ｄ＋ポ



(5) JP 5942042 B2 2016.6.29

10

20

30

40

50

ートとを接続するとともに、前記第２のスイッチング装置は、前記第２の充電制御装置の
制御により、前記Ｄ＋ポートと前記電圧入力ポートとを接続し、
　或いは、前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、前記第２のスイッチ
ング装置は、前記第２の充電制御装置の制御により、前記Ｄ－ポートと前記チップデータ
ポートとを接続し、
　前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第１のスイッチング装置
は、前記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記Ｄ－ポ
ートとを接続するとともに、前記第２のスイッチング装置は、前記第２の充電制御装置の
制御により、前記Ｄ－ポートと前記電圧入力ポートとを接続する
　ことを特徴とする請求項１６に記載の充電制御方法。
【請求項１８】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１６又は１７に記載の充電制御方法を実現
することを特徴とするプログラム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のプログラムが記録された記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【相互参照】
【０００１】
　本願は、出願番号がＣＮ２０１３１０４６２３７３．６であって、出願日が２０１３年
９月３０日である中国特許出願に基づき優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての内
容を本願に援用する。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、端末充電技術分野に関し、特に、充電器、充電端末、充電システム、充電制
御方法、プログラム及びその記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ＧＢ規格によって規定された充電器の出力電圧は、５±５％Ｖ、即ち４．７５Ｖ－５．
２５Ｖである。携帯電話に充電器を接続するユニバーサル・シリアル・バス（Ｕｎｉｖｅ
ｒｓａｌＳｅｒｉａｌ Ｂｕｓ，ＵＳＢ）ケーブル自身が一定の抵抗を有し、優れたＵＳ
Ｂケーブルの抵抗が大よそ０．２Ωであり、普通のＵＳＢケーブルの抵抗が通常０．３－
０．４Ωである。このように、１Ａの電流で充電する場合には、ＵＳＢケーブル上の電圧
降下が０．２Ｖ以上となり、さらに、ＰＣＢ基板上の電圧降下が大よそ０．１Ｖとなるた
め、携帯電話の充電管理チップの入力電圧が４．７Ｖを下回り、即ち、充電器が実際に携
帯電話の充電管理チップに出力する電圧がＧＢ規格の標準を満たすことができない。
【０００４】
　通常、４．２Ｖの携帯電話のバッテリーは、効率が９０％の充電管理の下で急速充電の
段階（電流が１Ａ）で４．２Ｖまで充電することができるが、４．３５Ｖである高圧のバ
ッテリーの場合、充電管理チップの入力電圧が４．８５Ｖぐらいに達せないので、急速充
電の段階で４．３５Ｖまで充電することができない。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の実施例は、端末と充電器との間のＵＳＢケーブル上の電圧降下を解消し、端末
の充電管理チップの電圧入力ポートに５±５％Ｖの充電電圧を供給するための充電器、充
電端末、充電システム、充電制御方法、プログラム及びその記録媒体を提供する。
【０００６】
　1つの方案において、本発明は、充電器を提供し、前記充電器は、電源装置、第１の充
電ポート、第１の充電制御装置、及び第１のスイッチング装置を含み、
　前記電源装置は、入力された交流電力に対して整流、降圧処理を行い、充電用直流電力
を出力し、少なくとも前記充電用直流電力を出力するための電圧出力ポートと、フィード
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バック信号を受信し、出力された充電用直流電力を調整するためのフィードバック受信ポ
ートとを含み、
　前記第１の充電ポートは、充電端末に接続され、出力された充電用直流電力を充電端末
に出力し、少なくとも、前記電圧出力ポートに接続され、前記充電用直流電力を出力する
ための第１の電源ポートと、第１のデータ信号ポートとを含み、
　前記第１のスイッチング装置は、前記フィードバック受信ポートと第１の充電ポートと
の間に設けられ、前記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポート
と、前記第１の電源ポート或いは第１のデータ信号ポートとを接続する。
【０００７】
　本発明による有益な効果は、充電器の第１のデータ信号ポートを利用し、充電端末から
フィードバック信号を取得することで、端末と充電器との間のＵＳＢケーブル上の電圧降
下を解消し、充電端末に５±５％Ｖの充電電圧を供給することができる。これにより、高
圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
【０００８】
　前記充電器は、近端フィードバック状態と遠端フィードバック状態を有し、
　前記充電器が近端フィードバック状態にある場合、前記第１のスイッチング装置は、前
記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記第１の電源ポ
ートとを接続し、
　前記充電器が遠端フィードバック状態にある場合、前記第１のスイッチング装置は、前
記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記第１のデータ
信号ポートとを接続する。
【０００９】
　充電開始の時、充電端末は、充電器の第１のデータ信号ポートとの接続状態で充電器の
タイプを判定する必要があるため、そのとき、充電器がデータ信号ポートを利用してフィ
ードバック信号を取得することができず、充電器の第１の電源ポートからフィードバック
信号を取得するしかない。充電端末が充電器のタイプを確認した後、充電端末と充電器の
データ信号ポートがフリーになるため、当該充電端末と充電器のデータ信号ポートを利用
してフィードバック信号を転送することができる。本発明による有益な効果は、充電器に
対して２つの状態を設定することで、充電器の正常な充電を保証するとともに、端末と充
電器との間のＵＳＢケーブル上の電圧降下を解消し、充電端末に５±５％Ｖの充電電圧を
供給することができる。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充
電することができる。
【００１０】
　前記第１のデータ信号ポートは、Ｄ＋ポートとＤ－ポートを含み、
　前記充電器が遠端フィードバック状態にある場合、前記第１のスイッチング装置は、前
記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記Ｄ＋ポート或
いはＤ－ポートとを接続する。
【００１１】
　本発明による有益な効果は、充電器のＤ＋ポート或いはＤ－ポートを利用し、フィード
バック信号を端末の充電管理チップから充電器に送信することで、端末と充電器との間の
ＵＳＢケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに５±５
％Ｖの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流
で充電することができる。
【００１２】
　前記第１の充電制御装置は、充電開始の時、前記充電器が前記近端フィードバック状態
になる一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電器が前記遠端
フィードバック状態になるように制御する。
【００１３】
　本発明による有益な効果は、充電時間を監視することで、充電器が近端フィードバック
又は遠端フィードバック状態であるかを確認し、異なるポートからフィードバック信号を
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取得する。充電端末のポートからフィードバック信号を取得することで、端末と充電器と
の間のＵＳＢケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに
５±５％Ｖの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ
定電流で充電することができる。
【００１４】
　前記第１の充電ポートは、ＵＳＢポート或いはＭｉｃｒｏ ＵＳＢポートである。
【００１５】
　第１の充電ポートがＵＳＢポートであるか、Ｍｉｃｒｏ ＵＳＢポートであるかにかか
わらず、上記実施例における方案によれば、充電端末からフィードバック信号を取得する
ことができるため、端末と充電器との間のＵＳＢケーブル上の電圧降下を解消し、端末の
充電管理チップの電圧入力ポートに５±５％Ｖの充電電圧を供給する。これにより、高圧
のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
【００１６】
　もう１つの方案において、本発明は、充電端末を提供し、当該充電端末は、充電管理チ
ップ、第２の充電ポート、第２のスイッチング装置、及び第２の充電制御装置を含み、
　前記充電管理チップは、入力された充電用直流電力を受け、前記充電端末を充電し、少
なくとも、前記充電用直流電力を入力するための電圧入力ポートと、チップデータポート
とを含み、
　前記第２の充電ポートは、充電器に接続され、充電器が入力した充電用直流電力を受け
、少なくとも、前記電圧入力ポートに接続され、前記充電用直流電力を前記充電管理チッ
プに出力するための第２の電源ポートと、第２のデータ信号ポートとを含み、
　前記第２のスイッチング装置は、前記充電管理チップと第２の充電ポートとの間に設け
られ、前記第２の充電制御装置の制御により、前記第２のデータ信号ポートと前記電圧入
力ポート或いはチップデータポートとを接続する。
【００１７】
　本発明による有益な効果は、充電端末は、その第２のデータ信号ポートを利用し、フィ
ードバック信号を充電器に送信することで、端末と充電器との間のＵＳＢケーブル上の電
圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに５±５％Ｖの充電電圧を供給
する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができ
る。
【００１８】
　前記充電端末は、近端フィードバック状態と遠端フィードバック状態を有し、
　前記充電端末が近端フィードバック状態にある場合、前記第２のスイッチング装置は、
前記第２の充電制御装置の制御により、前記第２のデータ信号ポートと前記チップデータ
ポートとを接続し、
　前記充電端末が遠端フィードバック状態にある場合、前記第２のスイッチング装置は、
前記第２の充電制御装置の制御により、前記第２のデータ信号ポートと前記電圧入力ポー
トとを接続する。
【００１９】
　充電開始の時、充電端末は、その第２のデータ信号ポートと充電器の第１のデータ信号
ポートとの接続状態で充電器のタイプを判定する必要があるため、そのとき、データ信号
ポートを利用してフィードバック信号を送信することができず、充電器がその第１の電源
ポートからフィードバック信号を受信するしかない。充電端末が充電器のタイプを確認し
た後、充電端末と充電器のデータ信号ポートがフリーになるため、当該充電端末と充電器
のデータ信号ポートを利用してフィードバック信号を転送することができる。本発明によ
る有益な効果は、充電端末に対して、２つの状態を設定することで、正常な充電を受ける
ことを保証するとともに、端末と充電器との間のＵＳＢケーブル上の電圧降下を解消し、
充電端末に５±５％Ｖの充電電圧を供給することができる。これにより、高圧のバッテリ
ーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
【００２０】
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　前記第２のデータ信号ポートは、Ｄ＋ポートとＤ－ポートを含み、
　前記充電端末が近端フィードバック状態にある場合、前記第２のスイッチング装置は、
前記第２の充電制御装置の制御により、前記Ｄ＋ポート或いはＤ－ポートと前記チップデ
ータポートとを接続し、
　前記充電端末が遠端フィードバック状態にある場合、前記第２のスイッチング装置は、
前記第２の充電制御装置の制御により、前記Ｄ＋ポート或いはＤ－ポートと前記電圧入力
ポートとを接続する。
【００２１】
　本発明による有益な効果は、端末のＤ＋ポート或いはＤ－ポートを利用し、フィードバ
ック信号を端末の充電管理チップから充電器に送信することで、端末と充電器との間のＵ
ＳＢケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに５±５％
Ｖの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で
充電することができる。
【００２２】
　前記第２の充電制御装置は、充電開始の時、前記充電端末が前記近端フィードバック状
態になる一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電端末が前記
遠端フィードバック状態になるように制御する。
【００２３】
　本発明による有益な効果は、充電時間を監視することで、充電端末が近端フィードバッ
ク又は遠端フィードバック状態であるかを確認し、フィードバック信号を充電器に送信す
る。充電端末のポートからフィードバック信号を取得することで、端末と充電器との間の
ＵＳＢケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに５±５
％Ｖの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流
で充電することができる。
【００２４】
　前記第２の充電ポートは、ＵＳＢポート或いはＭｉｃｒｏ ＵＳＢポートである。
【００２５】
　第２の充電ポートがＵＳＢポートであるか、Ｍｉｃｒｏ ＵＳＢポートであるかにかか
わらず、上記実施例における方案によれば、充電端末からフィードバック信号を取得する
ことができるため、端末と充電器との間のＵＳＢケーブル上の電圧降下を解消し、端末の
充電管理チップの電圧入力ポートに５±５％Ｖの充電電圧を供給する。これにより、高圧
のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
【００２６】
　もう１つの方案において、本発明は、充電システムを提供し、当該充電システムは、充
電器と充電端末を含み、前記充電器と充電端末とが接続され、前記充電器から充電端末へ
充電し、
　前記充電器は、電源装置、第１の充電ポート、第１の充電制御装置、及び第１のスイッ
チング装置を含み、
　前記電源装置は、入力された交流電力に対して整流、降圧処理を行い、充電用直流電力
を出力し、少なくとも、前記充電用直流電力を出力するための電圧出力ポートと、フィー
ドバック信号を受信し、出力された充電用直流電力を調整するためのフィードバック受信
ポートとを含み、
　前記第１の充電ポートは、充電端末に接続され、出力された充電用直流電力を充電端末
に出力し、少なくとも、前記電圧出力ポートに接続され、前記充電用直流電力を出力する
ための第１の電源ポートと、第１のデータ信号ポートとを含み、
　前記第１のスイッチング装置は、前記フィードバック受信ポートと第１の充電ポートと
の間に設けられ、前記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポート
と、前記第１の電源ポート或いは第１のデータ信号ポートとを接続し、
　前記充電端末は、充電管理チップ、第２の充電ポート、第２の充電制御装置、及び第２
のスイッチング装置を含み、
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　前記充電管理チップは、入力された充電用直流電力を受け、前記充電端末を充電し、少
なくとも、前記充電用直流電力を入力するための電圧入力ポートと、チップデータポート
とを含み、
　前記第２の充電ポートは、充電器に接続され、充電器が入力した充電用直流電力を受け
、少なくとも、前記電圧入力ポートに接続され、前記充電用直流電力を前記充電管理チッ
プに出力するための第２の電源ポートと、第２のデータ信号ポートとを含み、
　前記第２のスイッチング装置は、前記充電管理チップと第２の充電ポートとの間に設け
られ、前記第２の充電制御装置の制御により、前記第２のデータ信号ポートと前記電圧入
力ポート或いはチップデータポートとを接続する。
【００２７】
　前記充電システムは、近端フィードバック状態と遠端フィードバック状態を有し、
　前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、前記第１のスイッチング装置
は、前記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記第１の
電源ポートとを接続し、前記第２のスイッチング装置は、前記第２の充電制御装置の制御
により、前記第２のデータ信号ポートと前記チップデータポートとを接続し、
　前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第１のスイッチング装置
は、前記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記第１の
データ信号ポートとを接続し、前記第２のスイッチング装置は、前記第２の充電制御装置
の制御により、前記第２のデータ信号ポートと前記電圧入力ポートとを接続する。
【００２８】
　前記第１、第２のデータ信号ポートは、Ｄ＋ポートとＤ－ポートを含み、
　前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、前記第２のスイッチング装置
は、前記第２の充電制御装置の制御により、前記Ｄ＋ポートと前記チップデータポートと
を接続し、
　前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第１のスイッチング装置
は、前記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記Ｄ＋ポ
ートとを接続するとともに、前記第２のスイッチング装置は、前記第２の充電制御装置の
制御により、前記Ｄ＋ポートと前記電圧入力ポートとを接続し、
　或いは、前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、前記第２のスイッチ
ング装置は、前記第２の充電制御装置の制御により、前記Ｄ－ポートと前記チップデータ
ポートとを接続し、
　前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第１のスイッチング装置
は、前記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記Ｄ－ポ
ートとを接続し、前記第２のスイッチング装置は、前記第２の充電制御装置の制御により
、前記Ｄ－ポートと前記電圧入力ポートとを接続する。
【００２９】
　前記第１の充電制御装置は、充電開始の時、前記充電器が前記近端フィードバック状態
になる一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電器が前記遠端
フィードバック状態になるように制御し、
　前記第２の充電制御装置は、充電開始の時、前記充電端末が前記近端フィードバック状
態になる一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電端末が前記
遠端フィードバック状態になるように制御し、
　前記第１の充電制御装置と第２の充電制御装置との予め設定されたディレイ時間は同様
である。
【００３０】
　前記第１の充電ポートは、ＵＳＢポート或いはＭｉｃｒｏ ＵＳＢポートであり、前記
第２の充電ポートは、ＵＳＢポート或いはＭｉｃｒｏ ＵＳＢポートである。
【００３１】
　もう１つの方案において、本発明は、充電システムにより実現される充電制御方法を提
供し、前記充電制御方法において、



(10) JP 5942042 B2 2016.6.29

10

20

30

40

50

　充電開始の時、前記充電システムが近端フィードバック状態になるように制御し、前記
充電システムが近端フィードバック状態にある場合、充電器の第１のスイッチング装置は
、第１の充電制御装置の制御により、フィードバック受信ポートと第１の電源ポートとを
接続するとともに、充電端末の第２のスイッチング装置は、第２の充電制御装置の制御に
より、第２のデータ信号ポートとチップデータポートとを接続するステップと、
　充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えたかどうかを判定するステップと、
　充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電システムが遠端フィード
バック状態になるように制御し、前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合
、前記第１のスイッチング装置は、前記第１の充電制御装置の制御により、前記フィード
バック受信ポートと第１のデータ信号ポートとを接続すると共に、前記第２のスイッチン
グ装置は、前記第２の充電制御装置の制御により、前記第２のデータ信号ポートと電圧入
力ポートとを接続するステップと、を含む。
【００３２】
　前記第１、第２のデータ信号ポートは、Ｄ＋ポートとＤ－ポートを含み、
　前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、前記第２のスイッチング装置
は、前記第２の充電制御装置の制御により、前記Ｄ＋ポートと前記チップデータポートと
を接続し、
　前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第１のスイッチング装置
は、前記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記Ｄ＋ポ
ートとを接続するとともに、前記第２のスイッチング装置は、前記第２の充電制御装置の
制御により、前記Ｄ＋ポートと前記電圧入力ポートとを接続し、
　或いは、前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、前記第２のスイッチ
ング装置は、前記第２の充電制御装置の制御により、前記Ｄ－ポートと前記チップデータ
ポートとを接続し、
　前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第１のスイッチング装置
は、前記第１の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記Ｄ－ポ
ートとを接続するとともに、前記第２のスイッチング装置は、前記第２の充電制御装置の
制御により、前記Ｄ－ポートと前記電圧入力ポートとを接続する。
【００３３】
　もう１つの方案において、本発明は、プログラムを提供し、前記プログラムは、プロセ
ッサに実行されることにより、前記充電制御方法を実現する。
【００３４】
　もう１つの方案において、本発明は、前記プログラムが記録された記録媒体を提供する
。
【００３５】
　以上の一般的な記述及び以下の詳細な記述は、例示的なものに過ぎず、本発明を限定す
るものではないと理解すべきである。
【００３６】
　以下、図面及び実施例を参照し、本発明の技術方案について、より詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
　図面は、本発明をより理解するために提供されるものであり、明細書の一部として、本
発明の実施例とともに本発明を解釈するが、本発明を限定するものではない。
【図１】充電器の例示的なブロック図である。
【図２】充電端末の例示的なブロック図である。
【図３】充電システムの例示的なブロック図である。
【図４】充電制御方法の例示的なフローチャートである。
【図５】充電システムの他の例示的なブロック図である。
【図６】充電システムの他の例示的なブロック図である。
【００３８】
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　本発明について、上記図面で明確な実施例を示し、後述でより詳細に説明する。これら
の図面及び記述は、何らかの方法で本発明の思想の範囲を限定するのではなく、特定の実
施例を参照することで当業者に本発明のコンセプトを説明するためのものである。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下、本発明の目的、技術方案及び利点をより明瞭にするために、実施形態と図面を参
照し、本発明を更に詳細に説明する。ここで、本発明の模式的な実施形態及びその説明は
、本発明を限定するのではなく、本発明を解釈するためのものである。
【００４０】
　本発明の実施例は、充電器、充電端末、充電システム、充電制御方法、プログラム及び
その記録媒体を提供し、以下、図面を参照しながら、本発明を更に詳細に説明する。
【００４１】
　１つの実施例において、図１に示されるように、充電器１０は、電源装置１１、第１の
充電ポート１２、第１のスイッチング装置１３、及び第１の充電制御装置１４を含む。
【００４２】
　電源装置１１は、入力された交流電力に対して整流、降圧処理を行い、充電用直流電力
を出力する。電源装置１１は、少なくとも電圧出力ポート１１１とフィードバック受信ポ
ート１１２を含む。電圧出力ポート１１１は、充電用直流電力を出力する。フィードバッ
ク受信ポート１１２は、フィードバック信号を受信し、出力された充電用直流電力を調整
する。
【００４３】
　第１の充電ポート１２は、充電端末に接続され、出力された充電用直流電力を充電端末
に出力する。第１の充電ポート１２は、少なくとも第１の電源ポート１２１と第１のデー
タ信号ポート１２２を含む。第１の電源ポート１２１は、電圧出力ポート１１１に接続さ
れ、前記充電用直流電力を出力する。
【００４４】
　第１のスイッチング装置１３は、フィードバック受信ポート１１２と第１の充電ポート
１２との間に設けられ、第１の充電制御装置１４の制御により、フィードバック受信ポー
ト１１２と、第１の電源ポート１２１或いは第１のデータ信号ポート１２２とを接続する
。
【００４５】
　本実施例において、充電器の第１のデータ信号ポートを利用して、充電端末からフィー
ドバック信号を取得することで、端末と充電器との間のＵＳＢケーブル上の電圧降下を解
消し、充電端末に５±５％Ｖの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対
しても、急速かつ定電流で充電することができる。
【００４６】
　充電器１０は、近端フィードバック状態と遠端フィードバック状態を有する。充電器が
近端フィードバック状態にある場合、第１のスイッチング装置１３は、第１の充電制御装
置１４の制御により、フィードバック受信ポート１１２と第１の電源ポート１２１とを接
続する。充電器が遠端フィードバック状態にある場合、第１のスイッチング装置１３は、
第１の充電制御装置１４の制御により、フィードバック受信ポート１１２と第１のデータ
信号ポート１２２とを接続する。
【００４７】
　充電開始の時、充電端末は、充電器の第１のデータ信号ポートとの接続状態で充電器の
タイプを判定する必要があるため、そのとき、充電器がデータ信号ポートを利用してフィ
ードバック信号を取得することができず、充電器の第１の電源ポートからフィードバック
信号を取得するしかない。充電端末が充電器のタイプを確認した後、充電端末と充電器の
データ信号ポートがフリーになるため、当該充電端末と充電器のデータ信号ポートを利用
してフィードバック信号を転送することができる。本実施例において、充電器に対して２
つの状態を設定することで、充電器の正常な充電を保証するとともに、端末と充電器との
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間のＵＳＢケーブル上の電圧降下を解消し、充電端末に５±５％Ｖの充電電圧を供給する
ことができる。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電するこ
とができる。
【００４８】
　第１のデータ信号ポート１２２は、Ｄ＋ポートとＤ－ポートを有する。充電器１０が遠
端フィードバック状態にある場合、第１のスイッチング装置１３は、第１の充電制御装置
１４の制御によりフィードバック受信ポート１１２と、Ｄ＋ポート或いはＤ－ポートとを
接続する。
【００４９】
　本実施例において、充電器のＤ＋ポート或いはＤ－ポートを利用し、端末の充電管理チ
ップから充電器へフィードバック信号を送信し、端末と充電器との間のＵＳＢケーブル上
の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに５±５％Ｖの充電電圧を
供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することが
できる。
【００５０】
　第１の充電制御装置１４は、充電開始の時、充電器１０が近端フィードバック状態にな
る一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、充電器１０が遠端フィード
バック状態になるように制御する。
【００５１】
　本実施例において、充電時間を監視することで、充電器が近端フィードバック状態或い
は遠端フィードバック状態にあるかを確認し、異なるポートからフィードバック信号を取
得する。充電端末のポートからフィードバック信号を取得することで、端末と充電器との
間のＵＳＢケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに５
±５％Ｖの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定
電流で充電することができる。
【００５２】
　本実施例において、第１の充電ポート１２は、ＵＳＢポート又はＭｉｃｒｏＵＳＢポー
トである。
【００５３】
　第１の充電ポートがＵＳＢポートであるか、Ｍｉｃｒｏ ＵＳＢポートであるかにもか
かわらず、上記実施例における方案によれば、充電端末からフィードバック信号を取得す
ることができるため、端末と充電器との間のＵＳＢケーブル上の電圧降下を解消し、端末
の充電管理チップの電圧入力ポートに５±５％Ｖの充電電圧を供給する。これにより、高
圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
【００５４】
　もう１つの実施例において、図２に示されるように、充電端末２０は、充電管理チップ
２１、第２の充電ポート２２、第２のスイッチング装置２３、及び第２の充電制御装置２
４を含む。
【００５５】
　充電管理チップ２１は、入力された充電用直流電力を受け、充電端末に充電する。充電
管理チップ２１は、少なくとも電圧入力ポート２１１とチップデータポート２１２を含む
。電圧入力ポート２１１は、充電用直流電力を入力するためのものである。
【００５６】
　第２の充電ポート２２は、充電器１０に接続され、充電器１０が入力した充電用直流電
力を受ける。第２の充電ポート２２は、少なくとも第２の電源ポート２２１と第２のデー
タ信号ポート２２２を含む。第２の電源ポート２２１は、電圧入力ポート２１１に接続さ
れ、充電用直流電力を充電管理チップ２１に出力する。
【００５７】
　第２のスイッチング装置２３は、充電管理チップ２１と第２の充電ポート２２との間に
設けられ、第２の充電制御装置２４の制御により、第２のデータ信号ポート２２２と、電
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圧入力ポート２１１或いはチップデータポート２１２とを接続する。
【００５８】
　本実施例において、充電端末は、その第２のデータ信号ポートを利用して、フィードバ
ック信号を充電器に送信することで、端末と充電器との間のＵＳＢケーブル上の電圧降下
を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに５±５％Ｖの充電電圧を供給する。
これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
【００５９】
　充電端末２０は、近端フィードバック状態と遠端フィードバック状態を有する。充電端
末２０が近端フィードバック状態にある場合、第２のスイッチング装置２３は、第２の充
電制御装置２４の制御により、第２のデータ信号ポート２２２とチップデータポート２１
２とを接続する。充電端末が遠端フィードバック状態にある場合、第２のスイッチング装
置２３は、第２の充電制御装置２４の制御により、第２のデータ信号ポート２２２と電圧
入力ポート２１１とを接続する。
【００６０】
　充電開始の時、充電端末は、その第２のデータ信号ポートと充電器の第１のデータ信号
ポートとの接続状態で充電器のタイプを判定する必要があるため、そのとき、データ信号
ポートを利用してフィードバック信号を送信することができず、充電器がその第１の電源
ポートからフィードバック信号を受信するしかない。充電端末が充電器のタイプを確認し
た後、充電端末と充電器のデータ信号ポートがフリーになるため、当該充電端末と充電器
のデータ信号ポートを利用してフィードバック信号を転送することができる。本実施例に
おいて、充電端末に対して、２つの状態を設定することで、正常な充電を受けることを保
証するとともに、端末と充電器との間のＵＳＢケーブル上の電圧降下を解消し、充電端末
に５±５％Ｖの充電電圧を供給することができる。これにより、高圧のバッテリーに対し
ても、急速かつ定電流で充電することができる。
【００６１】
　第２のデータ信号ポート２２２は、Ｄ＋ポートとＤ－ポートを有する。充電端末２０が
近端フィードバック状態にある場合、第２のスイッチング装置２３は、第２の充電制御装
置２４の制御によりＤ＋ポート或いはＤ－ポートとチップデータポート２１２とを接続す
る。充電端末２０が遠端フィードバック状態にある場合、第２のスイッチング装置２３は
、第２の充電制御装置２４の制御によりＤ＋ポート或いはＤ－ポートと電圧入力ポート２
１１とを接続する。
【００６２】
　本実施例において、端末のＤ＋ポート或いはＤ－ポートを利用して、フィードバック信
号を端末の充電管理チップから充電器に送信することで、端末と充電器との間のＵＳＢケ
ーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに５±５％Ｖの充
電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電す
ることができる。
【００６３】
　第２の充電制御装置２４は、充電開始の時、充電端末２０が前記近端フィードバック状
態になる一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、充電端末２０が前記
遠端フィードバック状態になるように制御する。
【００６４】
　本実施例において、充電時間を監視することで、充電端末が近端フィードバック或いは
遠端フィードバック状態であるかを確認し、フィードバック信号を充電器に送信する。充
電端末のポートからフィードバック信号を取得することで、端末と充電器との間のＵＳＢ
ケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに５±５％Ｖの
充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電
することができる。
【００６５】
　第２の充電ポート２２は、ＵＳＢポート又はＭｉｃｒｏ ＵＳＢポートである。
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【００６６】
　第２の充電ポートがＵＳＢポートであるか、Ｍｉｃｒｏ ＵＳＢポートであるかにもか
かわらず、上記実施例における方案によれば、充電端末からフィードバック信号を取得す
ることができ、端末と充電器との間のＵＳＢケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電
管理チップの電圧入力ポートに５±５％Ｖの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバ
ッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
【００６７】
　もう１つの実施例において、図３に示されるように、本発明は、充電器１０と充電端末
２０を含む充電システム３０を提供する。充電器１０と充電端末２０とが接続され、充電
器１０から充電端末２０へ充電する。
【００６８】
　充電器１０は、電源装置１１、第１の充電ポート１２、第１のスイッチング装置１３、
及び第１の充電制御装置１４を含む。
【００６９】
　電源装置１１は、入力された交流電力に対して整流、降圧処理を行い、充電用直流電力
を出力する。電源装置１１は、少なくとも電圧出力ポート１１１とフィードバック受信ポ
ート１１２を含む。電圧出力ポート１１１は、前記充電用直流電力を出力する。フィード
バック受信ポート１１２は、フィードバック信号を受信し、出力された充電用直流電力を
調整する。
【００７０】
　第１の充電ポート１２は、充電端末に接続され、出力された充電用直流電力を充電端末
に出力する。第１の充電ポート１２は、少なくとも第１の電源ポート１２１と第１のデー
タ信号ポート１２２を含む。第１の電源ポート１２１は、電圧出力ポート１１１に接続さ
れ、前記充電用直流電力を出力する。
【００７１】
　第１のスイッチング装置１３は、フィードバック受信ポート１１２と第１の充電ポート
１２との間に設けられ、第１の充電制御装置１４の制御により、フィードバック受信ポー
ト１１２と、第１の電源ポート１２１或いは第１のデータ信号ポート１２２とを接続する
。
【００７２】
　充電端末２０は、充電管理チップ２１、第２の充電ポート２２、第２のスイッチング装
置２３、及び第２の充電制御装置２４を含む。
【００７３】
　充電管理チップ２１は、入力された充電用直流電力を受け、充電端末に充電する。充電
管理チップ２１は、少なくとも電圧入力ポート２１１とチップデータポート２１２を含む
。電圧入力ポート２１１は、充電用直流電力を入力する。
【００７４】
　第２の充電ポート２２は、充電器１０に接続され、充電器１０が入力した充電用直流電
力を受ける。第２の充電ポート２２は、少なくとも第２の電源ポート２２１と第２のデー
タ信号ポート２２２を含む。第２の電源ポート２２１は、電圧入力ポート２１１に接続さ
れ、充電用直流電力を充電管理チップ２１に出力する。
【００７５】
　第２のスイッチング装置２３は、充電管理チップ２１と第２の充電ポート２２との間に
設けられ、第２の充電制御装置２４の制御により、第２のデータ信号ポート２２２と電圧
入力ポート２１１或いはチップデータポート２１２とを接続する。
【００７６】
　充電システム３０は、近端フィードバック状態と遠端フィードバック状態を有する。
【００７７】
　充電システム３０が近端フィードバック状態にある場合、第１のスイッチング装置１３
は、第１の充電制御装置１４の制御により、フィードバック受信ポート１１２と第１の電
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源ポート１２１とを接続するとともに、第２のスイッチング装置２３は、第２の充電制御
装置２４の制御により、第２のデータ信号ポート２２２とチップデータポート２１２とを
接続する。
【００７８】
　充電システム３０が遠端フィードバック状態にある場合、第１のスイッチング装置１３
は、第１の充電制御装置１４の制御により、フィードバック受信ポート１１２と第１のデ
ータ信号ポート１２２とを接続するとともに、第２のスイッチング装置２３は、第２の充
電制御装置２４の制御により、第２のデータ信号ポート２２２と電圧入力ポート２１１と
を接続する。
【００７９】
　第１のデータ信号ポート１２２及び第２のデータ信号ポート２２２は、それぞれＤ＋ポ
ートとＤ－ポートを含む。
【００８０】
　充電システム３０が近端フィードバック状態にある場合、前記第２のスイッチング装置
２３は、前記第２の充電制御装置２４の制御により、前記Ｄ＋ポートと前記チップデータ
ポート２１２を接続する。
【００８１】
　前記充電システム３０が遠端フィードバック状態にある場合、前記第１のスイッチング
装置１３は、前記第１の充電制御装置１４の制御により、前記フィードバック受信ポート
１１２と前記Ｄ＋ポートとを接続するとともに、前記第２のスイッチング装置２３は、前
記第２の充電制御装置２４の制御により、前記Ｄ＋ポートと前記電圧入力ポート２１１と
を接続する。
【００８２】
　或いは、前記充電システム３０が近端フィードバック状態にある場合、前記第２のスイ
ッチング装置は、前記第２の充電制御装置の制御により、前記Ｄ－ポートと前記チップデ
ータポートとを接続する。
【００８３】
　前記充電システム３０が遠端フィードバック状態にある場合、第１のスイッチング装置
１３は、第１の充電制御装置１４の制御により、フィードバック受信ポート１１２とＤ＋
ポート或いはＤ－ポートとを接続するとともに、第２のスイッチング装置２３は、第２の
充電制御装置２４の制御により、Ｄ＋ポート或いはＤ－ポートと電圧入力ポート２１１と
を接続する。
【００８４】
　第１の充電制御装置１４は、充電開始の時、前記充電器１０が前記近端フィードバック
状態になる一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電器１０が
前記遠端フィードバック状態になるように制御する。第２の充電制御装置２４は、充電開
始の時、前記充電端末２０が前記近端フィードバック状態にある一方、充電時間が予め設
定されたディレイ時間を超えた時、前記充電端末２０が前記遠端フィードバック状態にな
るように制御する。第１の充電制御装置１４と第２の充電制御装置２４との予め設定され
たディレイ時間は同様である。
【００８５】
　第１の充電ポートは、ＵＳＢポート又はＭｉｃｒｏ ＵＳＢポートであり、第２の充電
ポートは、ＵＳＢポート又はＭｉｃｒｏ ＵＳＢポートである。
【００８６】
　充電器の第１の充電ポート及び充電端末の第２の充電ポートは、同じポートを採用して
も良く、異なるタイプのポートを採用しても良く、即ち、充電器と充電端末との間のＵＳ
Ｂケーブルの両端は、同じタイプのポートであっても良く、異なるタイプのポートであっ
ても良い。
【００８７】
　もう１つの実施例において、本発明は、さらに、上記充電システムに基づいて実現され
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る充電制御方法を提供し、図４に示されるように、当該充電制御方法は、以下のステップ
を含む。
【００８８】
　ステップＳ４０１：充電開始の時、充電システムが近端フィードバック状態になるよう
に制御し、充電システムが近端フィードバック状態にある場合、充電器の第１のスイッチ
ング装置は、第１の充電制御装置の制御により、フィードバック受信ポートと第１の電源
ポートとを接続するとともに、充電端末の第２のスイッチング装置は、第２の充電制御装
置の制御により、第２のデータ信号ポートとチップデータポートとを接続する。
【００８９】
　ステップＳ４０２：充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えたかどうかを判定す
る。
【００９０】
　ステップＳ４０３：充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、充電システム
が遠端フィードバック状態になるように制御し、充電システムが遠端フィードバック状態
にある場合、第１のスイッチング装置は、第１の充電制御装置の制御により、フィードバ
ック受信ポートと第１のデータ信号ポートとを接続するとともに、第２のスイッチング装
置は、第２の充電制御装置の制御により、第２のデータ信号ポートと電圧入力ポートとを
接続する。
【００９１】
　第１、第２のデータ信号ポートは、それぞれＤ＋ポートとＤ－ポートを含む。充電シス
テムが近端フィードバック状態にある場合、第２のスイッチング装置は、第２の充電制御
装置の制御により、Ｄ＋ポートとチップデータポートとを接続し、充電システムが遠端フ
ィードバック状態にある場合、第１のスイッチング装置は、第１の充電制御装置の制御に
より、フィードバック受信ポートとＤ＋ポートとを接続するとともに、第２のスイッチン
グ装置は、第２の充電制御装置の制御により、Ｄ＋ポートと電圧入力ポートとを接続する
。
【００９２】
　或いは、充電システムが近端フィードバック状態にある場合、第２のスイッチング装置
は、第２の充電制御装置の制御により、Ｄ－ポートとチップデータポートとを接続し、充
電システムが遠端フィードバック状態にある場合、第１のスイッチング装置は、第１の充
電制御装置の制御により、フィードバック受信ポートとＤ－ポートとを接続するとともに
、第２のスイッチング装置は、第２の充電制御装置の制御により、Ｄ－ポートと電圧入力
ポートとを接続する。
【００９３】
　以下、本発明について、第１、第２のデータ信号ポートがＤ＋ポート又はＤ－ポートで
あることを例として、詳細に説明する。
【００９４】
　一、第１、第２のデータ信号ポートは、両方もＤ＋ポートであり、充電器と端末は、Ｄ
＋ポートを利用して、フィードバック信号の転送を行う。
【００９５】
　図５に示されるように、本実施例において、充電器における第１のスイッチング装置は
、ＳＰＤＴ（ＳｉｎｇｌｅＰｏｌｅ Ｄｏｕｂｌｅ Ｔｈｒｏｗ）スイッチ５３であっても
よく、当該ＳＰＤＴスイッチ５３は、そのＡ端が電源モジュール５１のフィードバック受
信ポート５１２に接続され、そのＢ端が第１の充電制御装置５４の制御により第１の充電
ポートの第１の電源ポート５２１或いは充電器のＤ＋ポート５２２に接続されることがで
きる。充電開始の時、第１の充電制御装置５４は、当該ＳＰＤＴスイッチ５３のＢ端を第
１の充電ポートの第１の電源ポート５２１に接続するように制御する。一定な充電時間が
経つと、第１の充電制御装置５４は、当該ＳＰＤＴスイッチ５３のＢ端を充電器のＤ＋ポ
ート５２２に接続するように制御する。
【００９６】
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　充電端末における第２のスイッチング装置は、ＳＰＤＴスイッチ５７を採用しても良く
、当該ＳＰＤＴスイッチ５７は、そのＡ端が第２の充電ポートのＤ＋ポート５６２に接続
され、そのＢ端が第２の充電制御装置５８の制御により充電管理チップ５５の電圧入力ポ
ート５５１或いはチップデータポート５５２に接続されることができる。充電開始の時、
第２の充電制御装置５８は、当該ＳＰＤＴスイッチ５７のＢ端を充電管理チップ５５のチ
ップデータポート５５２に接続するように制御する。一定な充電時間が経つと、第２の充
電制御装置５８は、当該ＳＰＤＴスイッチ５７のＢ端を充電管理チップ５５の電圧入力ポ
ート５５１に接続するように制御する。
【００９７】
　本実施例において、フィードバックが充電器の電圧出力ポートに直接に接続されなくな
り、その代わりに、ＳＰＤＴスイッチ５３の一端に接続され、ＳＰＤＴスイッチ５３の他
端が制御により第１の電源ポート５２１或いはＤ＋ポート５２２に接続されることができ
る。
【００９８】
　充電端末にもＳＰＤＴスイッチ５７が追加され、ＳＰＤＴスイッチ５７の一端が充電端
末のＤ＋ポート５６２（充電器に合わせる）に接続され、ＳＰＤＴスイッチ５７の他端が
制御により充電管理チップ５５の電圧入力ポート５５１或いはチップデータポート５５２
に接続されることができる。
【００９９】
　本実施例において、充電器及び充電端末両者のＤ＋ポートの間の接続を介してフィード
バック信号を転送することで、フィードバック信号に充電器と端末との間のＵＳＢケーブ
ルの電圧降下を反映させることができ、これにより、端末と充電器との間のＵＳＢケーブ
ル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに５±５％Ｖの充電電
圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電するこ
とができる。
【０１００】
　二、第１、第２のデータ信号ポートは、両方もＤ－ポートであり、充電器と端末は、Ｄ
－ポートを利用して、フィードバック信号の転送を行う。
【０１０１】
　図６に示されるように、充電器における第１のスイッチング装置は、ＳＰＤＴスイッチ
６３であってもよく、当該ＳＰＤＴスイッチ６３は、そのＡ端が電源モジュール６１のフ
ィードバック受信ポート６１２に接続され、そのＢ端が第１の充電制御装置６４の制御に
より、第１の充電ポートの第１の電源ポート６２１或いは充電器のＤ＋ポート６２２に接
続される。充電開始の時、第１の充電制御装置６４は、当該ＳＰＤＴスイッチ６３のＢ端
を第１の充電ポートの第１の電源ポート６２１に接続するように制御する。一定な充電時
間が経つと、第１の充電制御装置６４は、当該ＳＰＤＴスイッチ６３のＢ端を充電器のＤ
－ポート６２２に接続するように制御する。
【０１０２】
　充電端末における第２のスイッチング装置は、ＳＰＤＴスイッチ６７であっても良く、
当該ＳＰＤＴスイッチ６７は、そのＡ端が第２の充電ポートのＤ－ポート６６２に接続さ
れ、そのＢ端が第２の充電制御装置６８の制御により充電管理チップ６５の電圧入力ポー
ト６５１或いはチップデータポート６５２に接続されることができる。充電開始の時、第
２の充電制御装置６８は、当該ＳＰＤＴスイッチ６７のＢ端を充電管理チップ６５のチッ
プデータポート６５２に接続するように制御する。一定な充電時間が経つと、第２の充電
制御装置６８は、当該ＳＰＤＴスイッチ６７のＢ端を充電管理チップ６５の電圧入力ポー
ト６５１に接続するように制御する。
【０１０３】
　本実施例において、フィードバックが充電器の電圧出力ポートに直接に接続されなくな
り、その代わりに、ＳＰＤＴスイッチ６３の一端に接続され、ＳＰＤＴスイッチ６３の他
端が制御により第１の電源ポート６２１或いはＤ－ポート６２２に接続されることができ
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【０１０４】
　充電端末にもＳＰＤＴスイッチ６７が追加され、ＳＰＤＴスイッチ６７の一端が充電端
末のＤ－ポート６６２（充電器に合わせる）に接続され、ＳＰＤＴスイッチ６７の他端が
制御により充電管理チップ６５の電圧入力ポート６５１或いはチップデータポート６５２
に接続されることができる。
【０１０５】
　本実施例において、充電器及び充電端末両者のＤ－ポートの間の接続を介してフィード
バック信号を転送することで、フィードバック信号に充電器と端末との間のＵＳＢケーブ
ルの電圧降下を反映させ、これにより、端末と充電器との間のＵＳＢケーブル上の電圧降
下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに５±５％Ｖの充電電圧を供給する
。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
【０１０６】
　上記の内容は、本発明の例示的な実施例を公開したが、保護範囲の限定した本発明の範
囲を逸脱しない限り、様々な変更及び補正を行うことができると考えるべきである。ここ
で記述した実施例の方法請求項の機能、ステップ及び／又は動作は、任意の特定の順序で
実行する必要がない。なお、本発明の要素は、単体で記述及び規定することができるが、
明確に限定しないかぎり、複数の要素を設置しても良い。
【０１０７】
　以上、本発明の目的、技術方案及び有益な効果について更なる詳細に説明したが、上記
内容が本発明の具体的な実施形態に過ぎず、本発明の保護範囲を限定するものではなく、
本発明の精神と原則の範囲内に行った任意の補正、同等な置換、改善などがすべて本発明
の保護範囲内に含まれると考えるべきである。
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