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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部機器を接続可能な入力端子と、
　前記入力端子に接続された外部機器から電流の供給を受ける二次電池と、
　前記入力端子から前記二次電池に流れる電流を制御する電流制御手段と、
　前記入力端子に接続された外部機器が特定の外部機器であるか否かを検出する検出手段
と、
　前記二次電池から動作電圧以上の電圧が供給された場合に動作する制御手段と、
　前記二次電池の出力電圧が前記動作電圧以上である場合に前記制御手段を起動させる起
動手段と、を備え、
　前記電流制御手段は、前記入力端子に電圧が印加されることに応じて、前記入力端子か
ら前記二次電池に第１電流を流し、前記検出手段により前記入力端子に接続された外部機
器が前記特定の外部機器と検出されたことを条件に、前記入力端子から前記二次電池に前
記第１電流より大きな第２電流を流し、
　前記起動手段は、前記二次電池の出力電圧が前記動作電圧より高い起動電圧より低く、
かつ、前記検出手段により前記特定の外部機器が接続されたことが検出されない場合は、
前記二次電池の出力電圧が前記起動電圧以上になることをさらに条件として、前記制御手
段を起動させる、携帯機器。
【請求項２】
　外部機器を接続可能な入力端子と、
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　前記入力端子に接続された外部機器から電流の供給を受ける二次電池と、
　前記入力端子から前記二次電池に流れる電流を制御する電流制御手段と、
　前記入力端子に接続された外部機器が特定の外部機器であるか否かを検出する検出手段
と、
　前記二次電池から動作電圧以上の電圧が供給された場合に動作する制御手段と、
　前記二次電池の出力電圧が前記動作電圧以上である場合に前記制御手段を起動させる起
動手段と、を備え、
　前記電流制御手段は、前記入力端子に接続された外部機器から電流が供給されたことに
応じて、前記入力端子から前記二次電池に第１電流を流し、前記検出手段により前記入力
端子に接続された外部機器が前記特定の外部機器と検出されたことを条件に、前記入力端
子から前記二次電池に前記第１電流より大きな第２電流を流し、
　前記起動手段は、前記二次電池の出力電圧が前記動作電圧より高い起動電圧より低く、
かつ、前記検出手段により前記特定の外部機器が接続されたことが検出されない場合は、
前記二次電池の出力電圧が前記起動電圧以上になることをさらに条件として、前記制御手
段を起動させる、携帯機器。
【請求項３】
　前記検出手段は、前記起動手段により前記制御手段が起動される前に、前記入力端子に
前記特定の外部機器が接続されたか否かを検出する、請求項１または２に記載の携帯機器
。
【請求項４】
　前記起動電圧は、前記制御手段が起動してから前記ブートプログラムの実行を終了した
後に、前記二次電池の電圧が前記動作電圧以上となる電圧である、請求項１～３のいずれ
かに記載の携帯機器。
【請求項５】
　ブートプログラムを記憶する記憶手段をさらに備え、
　前記制御手段は、前記起動手段により起動されると前記ブートプログラムを実行し、
　前記起動電圧は、前記制御手段が起動してから前記ブートプログラムの実行を終了する
までに前記制御手段により消費される電力と、前記動作電圧とから定まる、請求項１～４
のいずれかに記載の携帯機器。
【請求項６】
　外部機器を接続可能な入力端子と、
　前記入力端子に接続された外部機器から電流の供給を受ける二次電池と、
　ブートプログラムを記憶する記憶手段と、
　動作電圧以上の電圧が供給された場合に動作し、起動後に前記ブートプログラムを実行
する制御手段と、
　前記二次電池の出力電圧が前記動作電圧より高い起動電圧以上である場合に前記制御手
段を起動させる起動手段と、を備え、
　前記起動電圧は、前記入力端子に接続された外部機器が特定の外部機器であるか否かと
、前記制御手段を起動させてから前記制御手段が前記ブートプログラムの実行を終了する
までに前記制御手段により消費される電力と、前記動作電圧とから定まる、携帯機器。
【請求項７】
　前記制御手段は、起動後、前記電流制御手段を制御して、前記入力端子から前記二次電
池に流れる電流を、前記第１電流から該第１電流より大きな第２電流に切換える切換手段
を含む、請求項６に記載の携帯機器。
【請求項８】
　前記制御手段は、中央演算装置（ＣＰＵ）である、請求項１～７のいずれかに記載の携
帯機器。
【請求項９】
　外部機器を接続可能な入力端子と、
　前記入力端子に接続された外部機器から電流の供給を受ける二次電池と、
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　前記二次電池から動作電圧以上の電圧が供給された場合に動作する制御手段と、を備え
た携帯機器で実行される電流切換方法であって、
　前記入力端子に接続された外部機器が特定の外部機器であるか否かを検出するステップ
と、
　前記入力端子に電圧が印加されることに応じて、前記入力端子から前記二次電池に第１
電流を流すステップと、
　前記入力端子に接続された外部機器が前記特定の外部機器と検出されたことを条件に、
前記入力端子から前記二次電池に前記第１電流より大きな第２電流を流すステップと、
　前記二次電池の出力電圧が前記動作電圧以上であることを条件に、前記制御手段を起動
するステップと、を含み、
　前記起動するステップは、前記二次電池の出力電圧が前記動作電圧より高い起動電圧よ
り低く、かつ、前記検出するステップにおいて前記特定の外部機器が接続されたことが検
出されない場合は、前記二次電池の出力電圧が前記起動電圧以上になることをさらに条件
として、前記制御手段を起動させるステップを含む起動方法。
【請求項１０】
　外部機器を接続可能な入力端子と、
　前記入力端子に接続された外部機器から電流の供給を受ける二次電池と、
　ブートプログラムを記憶する記憶手段と、
　動作電圧以上の電圧が供給された場合に動作する制御手段と、を備えた携帯機器で実行
される電流切換方法であって、
　前記二次電池の出力電圧が前記動作電圧より高い起動電圧以上であることを条件に、前
記制御手段を起動するステップと、
　起動後の前記制御手段に前記ブートプログラムを実行させるステップと、を含み、
　前記起動電圧は、前記入力端子に接続された外部機器が特定の外部機器であるか否かと
、前記制御手段を起動させてから前記制御手段が前記ブートプログラムの実行を終了する
までに前記制御手段により消費される電力と、前記動作電圧とから定まる、起動方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、携帯機器および起動方法に関し、特に二次電池を電力源とする携帯機器お
よびその携帯機器の起動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機で代表される携帯機器は、電力源にリチウムイオン電池やニッケル水素電池
等の二次電池が用いられる。このため、外部から電力の供給を受けて、二次電池を充電す
る必要がある。近年、携帯機器はＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）
コネクタを備えたものが普及しており、ＵＳＢケーブルで接続された外部の機器から電力
の供給を受けることが可能である。ＵＳＢケーブルで接続された外部の機器から電力を受
ける場合、規格により最初は１００ｍＡの電流の電力しか供給を受けることができない。
外部の機器から供給される電力の電流値を増加させるためには、外部の機器が充電器であ
ることを確認するか、または、外部の機器と通信してネゴシエーションした後でなければ
、外部の機器から供給される電力の電流値を増加させることができない。ＵＳＢケーブル
で接続された外部の機器から受ける電力で、二次電池を充電する技術または携帯機器を駆
動する技術は、例えば、特許文献１～３に記載されている。
【０００３】
　しかしながら、従来の技術は、二次電池が携帯機器を駆動させるのに十分な電力を蓄積
している場合の技術に関する。二次電池が携帯機器を駆動させるのに必要最低限の電圧を
出力することができない過放電状態の場合、端末装置の中央演算装置（ＣＰＵ）が駆動す
ることができず、外部の機器が充電器であることの確認、または、外部の機器との通信の
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いずれもすることができない。このため次の問題がある。
【０００４】
　外部の機器から供給される１００ｍＡの電流の電力が供給されれば、二次電池の電圧が
上昇し、ＣＰＵを駆動させることができる。しかし、ＣＰＵは、起動した後、外部の機器
が充電器であることを確認する前、または、外部の機器と通信する前に、ブートプログラ
ムを実行しなければならず、その間のＣＰＵの消費電力が外部の機器から供給される１０
０ｍＡの電流の電力よりも大きいので、外部の機器が充電器であることを確認する前、ま
たは、外部の機器と通信する前にＣＰＵがリセットされてしまう。このため、いつまでた
ってもＣＰＵを起動することができないといった問題がある。
【特許文献１】特開２００３－２８７７１号公報
【特許文献２】特開２００３－２１９５６１号公報
【特許文献３】特開２００５－３３９１８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この発明は上述した問題点を解決するためになされたもので、この発明の目的の一つは
、二次電池が過放電状態であっても起動することが可能な携帯機器を提供することである
。
【０００６】
　この発明の他の目的は、二次電池が過放電状態であっても早期に使用可能な状態にする
ことが可能な携帯機器を提供することである。
【０００７】
　この発明のさらに他の目的は、二次電池が過放電状態であっても起動することが可能な
起動方法を提供することである。
【０００８】
　この発明のさらに他の目的は、二次電池が過放電状態であっても早期に使用可能な状態
にすることが可能な起動方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した目的を達成するためにこの発明のある局面によれば、携帯機器は、外部機器を
接続可能な入力端子と、入力端子に接続された外部機器から電流の供給を受ける二次電池
と、入力端子から二次電池に流れる電流を制御する電流制御手段と、入力端子に接続され
た外部機器が特定の外部機器であるか否かを検出する検出手段と、二次電池から動作電圧
以上の電圧が供給された場合に動作する制御手段と、二次電池の出力電圧が動作電圧以上
である場合に制御手段を起動させる起動手段と、を備え、電流制御手段は、入力端子に電
圧が印加されることに応じて、入力端子から二次電池に第１電流を流し、検出手段により
入力端子に接続された外部機器が特定の外部機器と検出されたことを条件に、入力端子か
ら二次電池に第１電流より大きな第２電流を流し、起動手段は、二次電池の出力電圧が動
作電圧より高い起動電圧より低く、かつ、検出手段により特定の外部機器が接続されたこ
とが検出されない場合は、二次電池の出力電圧が起動電圧以上になることをさらに条件と
して、制御手段を起動させる。
 
【００１０】
　この局面に従えば、入力端子に電圧が印加されることに応じて、入力端子から二次電池
に第１電流が流され、入力端子に接続された外部機器が特定の外部機器と検出されたこと
を条件に、入力端子から二次電池に第１電流より大きな第２電流が流される。このため、
特定の外部機器が接続されたならば、二次電池に第１電流より大きな第２電流が流れるの
で、制御手段が動作しても二次電池の出力電圧が動作電圧より低くなることがない。その
結果、二次電池が過放電状態であっても起動することが可能な携帯機器を提供することが
できる。また、二次電池の出力電圧が動作電圧になると直ちに制御手段が起動されるので
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、二次電池が過放電状態であっても早期に使用可能な状態にすることが可能な携帯機器を
提供することができる。
【００１１】
　この発明の他の局面によれば、携帯機器は、外部機器を接続可能な入力端子と、入力端
子に接続された外部機器から電流の供給を受ける二次電池と、入力端子から二次電池に流
れる電流を制御する電流制御手段と、入力端子に接続された外部機器が特定の外部機器で
あるか否かを検出する検出手段と、二次電池から動作電圧以上の電圧が供給された場合に
動作する制御手段と、二次電池の出力電圧が動作電圧以上である場合に制御手段を起動さ
せる起動手段と、を備え、電流制御手段は、入力端子に接続された外部機器から電流が供
給されたことに応じて、入力端子から二次電池に第１電流を流し、検出手段により入力端
子に接続された外部機器が特定の外部機器と検出されたことを条件に、入力端子から二次
電池に第１電流より大きな第２電流を流し、起動手段は、二次電池の出力電圧が動作電圧
より高い起動電圧より低く、かつ、検出手段により特定の外部機器が接続されたことが検
出されない場合は、二次電池の出力電圧が起動電圧以上になることをさらに条件として、
制御手段を起動させる。
 
【００１２】
　この局面に従えば、入力端子に接続された外部機器から電流が供給されたことに応じて
、入力端子から二次電池に第１電流が流され、入力端子に接続された外部機器が特定の外
部機器と検出されたことを条件に、入力端子から二次電池に第１電流より大きな第２電流
が流される。このため、特定の外部機器が接続されたならば、二次電池に第１電流より大
きな第２電流が流れるので、制御手段が動作しても二次電池の出力電圧が動作電圧より低
くなることがない。その結果、二次電池が過放電状態であっても起動することが可能な携
帯機器を提供することができる。また、二次電池の出力電圧が動作電圧になると直ちに制
御手段が起動されるので、二次電池が過放電状態であっても早期に使用可能な状態にする
ことが可能な携帯機器を提供することができる。
【００１３】
　好ましくは、検出手段は、起動手段により制御手段が起動される前に、入力端子に特定
の外部機器が接続されたか否かを検出する。
【００１４】
　この局面に従えば、制御手段により電力が消費される前に、二次電池に流れる電流値が
大きくなるので、二次電池の出力電圧が低下するのを回避することができる。
【００１５】
　好ましくは、起動電圧は、制御手段が起動してからブートプログラムの実行を終了した
後に、二次電池の電圧が動作電圧以上となる電圧である。
 
【００１７】
　好ましくは、ブートプログラムを記憶する記憶手段をさらに備え、制御手段は、起動手
段により起動されるとブートプログラムを実行し、起動電圧は、制御手段が起動してから
ブートプログラムの実行を終了するまでに制御手段により消費される電力と、動作電圧と
から定まる。
【００１８】
　この局面に従えば、起動電圧を、制御手段が起動してからブートプログラムの実行を終
了するまでに制御手段により消費された後の二次電池の出力電圧が動作電圧となるように
定めるので、制御手段にブートプログラムを確実に実行させることができる。
【００１９】
　この発明のさらに他の局面によれば、携帯機器は、外部機器を接続可能な入力端子と、
入力端子に接続された外部機器から電流の供給を受ける二次電池と、ブートプログラムを
記憶する記憶手段と、動作電圧以上の電圧が供給された場合に動作し、起動後にブートプ
ログラムを実行する制御手段と、二次電池の出力電圧が動作電圧より高い起動電圧以上で
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ある場合に制御手段を起動させる起動手段と、を備え、起動電圧は、入力端子に接続され
た外部機器が特定の外部機器であるか否かと、制御手段を起動させてから制御手段がブー
トプログラムの実行を終了するまでに制御手段により消費される電力と、動作電圧とから
定まる。
 
【００２０】
　この局面によれば、二次電池の出力電圧が動作電圧より高い起動電圧以上である場合に
制御手段が起動されるが、起動電圧を、入力端子に接続された外部機器が特定の外部機器
であるか否かと、制御手段が起動してからブートプログラムの実行を終了するまでに制御
手段により消費された後の二次電池の出力電圧が動作電圧となるように定めるので、制御
手段にブートプログラムを確実に実行させることができる。その結果、二次電池が過放電
状態であっても起動することが可能な携帯機器を提供することができる。
 
【００２１】
　好ましくは、制御手段は、起動後、電流制御手段を制御して、入力端子から二次電池に
流れる電流を、第１電流から該第１電流より大きな第２電流に切換える切換手段を含む。
【００２２】
　この局面に従えば、制御手段は、起動後に電流切換手段を制御して、入力端子から二次
電池に流れる電流を、第１電流から第２電流に切換える。このため、制御手段が動作して
も二次電池の出力電圧が動作電圧より低くなるのを回避することができる。
【００２３】
　好ましくは、制御手段は、中央演算装置（ＣＰＵ）である。
【００２４】
　この発明のさらに他の局面によれば、起動方法は、外部機器を接続可能な入力端子と、
入力端子に接続された外部機器から電流の供給を受ける二次電池と、二次電池から動作電
圧以上の電圧が供給された場合に動作する制御手段と、を備えた携帯機器で実行される電
流切換方法であって、入力端子に接続された外部機器が特定の外部機器であるか否かを検
出するステップと、入力端子に電圧が印加されることに応じて、入力端子から二次電池に
第１電流を流すステップと、入力端子に接続された外部機器が特定の外部機器と検出され
たことを条件に、入力端子から二次電池に第１電流より大きな第２電流を流すステップと
、二次電池の出力電圧が動作電圧以上であることを条件に、制御手段を起動するステップ
と、を含み、起動するステップは、二次電池の出力電圧が動作電圧より高い起動電圧より
低く、かつ、検出するステップにおいて特定の外部機器が接続されたことが検出されない
場合は、二次電池の出力電圧が起動電圧以上になることをさらに条件として、制御手段を
起動させるステップを含む。
 
【００２５】
　この局面に従えば、特定の外部機器が接続されると、二次電池に第１電流より大きな第
２電流が流れるので、制御手段が動作しても二次電池の出力電圧が動作電圧より低くなる
ことがない。その結果、二次電池が過放電状態であっても携帯機器を起動することが可能
な起動方法を提供することができる。また、二次電池の出力電圧が動作電圧になると直ち
に制御手段が起動されるので、二次電池が過放電状態であっても携帯機器を早期に使用可
能な状態にすることが可能な起動方法を提供することができる。
【００２６】
　この発明のさらに他の局面によれば、起動方法は、外部機器を接続可能な入力端子と、
入力端子に接続された外部機器から電流の供給を受ける二次電池と、ブートプログラムを
記憶する記憶手段と、動作電圧以上の電圧が供給された場合に動作する制御手段と、を備
えた携帯機器で実行される電流切換方法であって、二次電池の出力電圧が動作電圧より高
い起動電圧以上であることを条件に、制御手段を起動するステップと、起動後の制御手段
にブートプログラムを実行させるステップと、を含み、起動電圧は、入力端子に接続され
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た外部機器が特定の外部機器であるか否かと、制御手段を起動させてから制御手段がブー
トプログラムの実行を終了するまでに制御手段により消費される電力と、動作電圧とから
定まる。
 
【００２７】
　この局面によれば、起動電圧を、入力端子に接続された外部機器が特定の外部機器であ
るか否かと、制御手段が起動してからブートプログラムの実行を終了するまでに制御手段
により消費された後の二次電池の出力電圧が動作電圧となるように定めるので、制御手段
にブートプログラムを確実に実行させることができる。その結果、二次電池が過放電状態
であっても携帯機器を起動することが可能な起動方法を提供することができる。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。以下の説明では同一の部
品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがってそれ
らについての詳細な説明は繰返さない。
【００２９】
　以下、携帯機器の一例として携帯電話機を例に説明する。図１は、本発明の実施の形態
の一つにおける携帯電話機の外観を示す斜視図である。図１を参照して、携帯電話機１は
、操作側部３と、表示側部２とを含む。操作側部３の内側面には、テンキーおよび通話キ
ー等の操作キー１４と、マイクロフォン１３とが配置され、側面にＵＳＢコネクタ５１が
配置される。表示側部２の内側面には、液晶表示装置（ＬＣＤ）１６と、レシーバとして
の第１スピーカ１１とが配置され、内側面に反対の外側面にはカメラ２４（図２参照）が
配置される。また、表示側部２の側面には、第２スピーカ１２が配置される。なお、ここ
では携帯電話機１がＬＣＤ１６を備える例を示すが、ＬＣＤ１６に代えて、有機ＥＬ（Ｅ
ｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイを用いてもよい。操作側部３と表
示側部２とは、ヒンジ機構で回転可能に連結され、操作側部３と表示側部２とは開閉自在
である。
【００３０】
　図２は、本実施の形態における携帯電話機の機能の一例を示す機能ブロック図である。
図２を参照して、携帯電話機１は、携帯電話機１の全体を制御するためのＣＰＵ２１と、
アンテナ２２Ａと接続された無線回路２２と、音声データを処理するためのコーデック部
２８と、それぞれがコーデック部２８に接続されたマイクロフォン１３、第１スピーカ１
１および第２スピーカ１２と、カメラ２４と、ユーザの操作の入力を受付ける操作部２５
と、振動部２６と、カードインターフェース（Ｉ／Ｆ）２７と、ＬＣＤ１６の表示を制御
するための表示制御部３０と、ＣＰＵ２１で実行するプログラム等を記憶するための不揮
発性メモリ３１と、ＣＰＵ２１の作業領域として使用される揮発性メモリ３２と、外部機
器が接続される接続端子であるＵＳＢコネクタ５１と、ＵＳＢドライバ回路５３と、電源
制御部３５と、二次電池７１と、を含む。
【００３１】
　無線回路２２は、ＣＰＵ２１により制御され、無線基地局と通信する。具体的には、ア
ンテナ２２Ａにより受信された無線信号が入力され、無線信号を復調した音声信号をコー
デック部２８に出力する。また、無線回路２２は、コーデック部２８から音声信号が入力
され、音声信号を変調した無線信号をアンテナ２２Ａに出力する。コーデック部２８は、
無線回路２２から入力される音声信号を復号し、復号したデジタルの音声信号をアナログ
に変換し、増幅し、そして第１スピーカ１１または第２スピーカ１２に出力する。また、
コーデック部２８は、マイクロフォン１３からアナログの音声信号が入力され、音声信号
をデジタルに変換し、符号化し、そして符号化した音声信号を無線回路２２に出力する。
【００３２】
　不揮発性メモリ３１は、ＮＡＮＤ型のフラッシュメモリであり、ＣＰＵ２１で実行する
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プログラム、および、プログラムを実行するための変数等を記憶する。具体的には、ブー
トプログラムと、アプリケーションプログラムとを記憶する。
【００３３】
　揮発性メモリ３２は、Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄ
ｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）であり、ＣＰＵ２１の作業領域として用いられる。
【００３４】
　ＣＰＵ２１は、後述する起動部６１よりリセット信号が入力されると、起動する。ＣＰ
Ｕ２１は、起動後、不揮発性メモリ３１に記憶されているブートプログラムを実行し、初
期設定を実行した後に、アプリケーションプログラムを不揮発性メモリ３１から揮発性メ
モリ３２に転送する。アプリケーションプログラムを不揮発性メモリ３１から揮発性メモ
リ３２に転送するのは、揮発性メモリ３２の方が、不揮発性メモリ３１よりもアクセス速
度が速いためである。ＣＰＵ２１が、起動後アプリケーションプログラムを不揮発性メモ
リ３１から揮発性メモリ３２への転送が完了するまでの時間を起動時間Ｔという。ＣＰＵ
２１は、アプリケーションプログラムを揮発性メモリ３２への転送が完了すると、アプリ
ケーションプログラムを実行可能となる。初期設定は、例えば、入出力ポートの設定等で
ある。
【００３５】
　表示制御部３０は、ＣＰＵ２１により制御され、ＣＰＵ２１から入力される指示に従っ
てＬＣＤ１６を制御して、ＬＣＤ１６に画像を表示させる。ＬＣＤ１６に表示させる画像
は、動画像と静止画像とを含む。
【００３６】
　カードＩ／Ｆ２７には、着脱可能なフラッシュメモリ２７Ａが装着される。ＣＰＵ２１
は、カードＩ／Ｆ２７を介して、フラッシュメモリ２７Ａにアクセスが可能である。なお
、ここではＣＰＵ２１で実行するためのプログラムを不揮発性メモリ３１に記憶しておく
例を説明するが、プログラムをフラッシュメモリ２７Ａに記憶しておき、フラッシュメモ
リ２７Ａからプログラムを読み出して、ＣＰＵ２１で実行するようにしてもよい。プログ
ラムを記憶する記録媒体としては、フラッシュメモリ２７Ａに限らず、フレキシブルディ
スク、カセットテープ、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ
－ＲＯＭ）／ＭＯ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｃ）／ＭＤ（Ｍｉｎｉ　
Ｄｉｓｃ）／ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ））、ＩＣカード
、光カード、マスクＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａ
ｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉ
ｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ））などの
半導体メモリ等でもよい。
【００３７】
　また、携帯電話機１をインターネットに無線回路２２を介して接続し、インターネット
に接続されたコンピュータからプログラムをダウンロードして、ＣＰＵ２１で実行するよ
うにしてもよい。ここでいうプログラムは、ＣＰＵ２１により直接実行可能なプログラム
だけでなく、ソースプログラム、圧縮処理されたプログラム、暗号化されたプログラム等
を含む。
【００３８】
　カメラ２４は、レンズおよびＣＭＯＳ(Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏ
ｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）センサ等の光電変換素子を備え、レンズで集光
した光をＣＭＯＳセンサに結像し、ＣＭＯＳセンサは受光した光を光電変換して画像デー
タをＣＰＵ２１に出力する。カメラ２４は、ＣＰＵ２１により制御され、ＣＰＵ２１から
の指示により撮像を開始して、得られる静止画データまたは動画データをＣＰＵ２１に出
力する。カメラ２４は、光電変換した画像データの画質を向上させるための画像処理を実
行する画像処理回路、画像データをアナログからデジタルに変換するＡ／Ｄ変換回路を備
えている。ＣＰＵ２１は、カメラ２４が出力する静止画データまたは動画データを表示制
御部３０に出力し、ＬＣＤ１６に表示させる、または、圧縮符号化方式で静止画データま
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たは動画データを符号化して、ＥＥＰＲＯＭ３４またはカードＩ／Ｆ２７に装着されたフ
ラッシュメモリ２７Ａに記憶する。
【００３９】
　操作部２５は、操作キー１４と、ランプ２５Ａとを含む。操作キー１４は、ユーザによ
る操作の入力を受け付け、受け付けた操作をＣＰＵ２１に出力する。ランプ２５Ａは、Ｃ
ＰＵ２１により制御されて発光する。
【００４０】
　ＵＳＢコネクタ５１には、充電器２００またはＵＳＢ機器２１０が接続される。ＵＳＢ
機器２１０は、ＵＳＢコネクタを備え、携帯電話機１とＵＳＢケーブルで接続可能な電子
機器である。また、ここでのＵＳＢ機器２１０は、ＵＳＢケーブルを介して携帯電話機１
に電力を供給可能な機器である。
【００４１】
　ＵＳＢドライバ回路５３は、ＣＰＵ２１により制御され、ＵＳＢコネクタ５１を介して
接続されたＵＳＢ機器２１０と通信する。
【００４２】
　二次電池７１は、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池またはニッカド電池等であり
、携帯電話機１の全体に電力を供給する。
【００４３】
　電源制御部３５は、ＣＰＵ２１を起動するための起動部６１と、二次電池７１への充電
電流を制御するための電流制御部６５と、ＵＳＢコネクタ５１に接続された機器の種類を
判別する機器判別部６７と、二次電池７１の出力電圧を検出するための電圧検出部６３と
、を含む。
【００４４】
　電圧検出部６３は、二次電池７１の出力電圧を計測し、二次電池７１の出力電圧を、機
器判別部６７および起動部６１に出力する。機器判別部６７は、ＵＳＢコネクタ５１にＵ
ＳＢケーブルを介して接続された機器の種類を判別する。ここで、ＵＳＢコネクタ５１に
ついて説明する。
【００４５】
　図３は、ＵＳＢコネクタ５１の一例を示す図である。ＵＳＢコネクタ５１は、ＶＢＵＳ
、Ｄ－、Ｄ＋、ＮＣおよびＧＮＤの５つの端子を含む。充電器２００において、Ｄ－端子
とＤ＋端子とが短絡され、ＶＢＵＳ端子は例えば５Ｖの電圧が印加され、ＮＣ端子は２０
０ｋΩの抵抗を介して接地される。一方、ＵＳＢ機器２１０は、ＶＢＵＳ端子に所定の電
圧が印加され、Ｄ＋端子とＤ－端子とは１５ｋΩの抵抗を介して接地され、ＮＣ端子はＯ
ＰＥＮ（開放端子）となる。ＵＳＢ機器２１０と携帯電話機１とがＵＳＢケーブルで接続
される場合、Ｄ＋端子とＤ－端子とを用いて通信信号が送受信される。
【００４６】
　図２に戻って、機器判別部６７は、ＵＳＢコネクタ５１のＶＢＵＳ端子の５Ｖ以上の電
圧が印加されたことを検出すると、ＵＳＢコネクタ５１に充電器２００またはＵＳＢ機器
２１０のいずれかが接続されたことを検出する。電圧検出部６３より入力される二次電池
７１の出力電圧が所定の電圧（検出電圧Ｖ３）になると、ＵＳＢコネクタ５１に充電器２
００またはＵＳＢ機器２１０のいずれかが接続されたか否かを検出する。機器判別部６７
は、電圧検出部６３より入力される二次電池７１の出力電圧が所定の電圧（検出電圧Ｖ３
）より低ければ、二次電池７１の出力電圧が所定の電圧（検出電圧Ｖ３）になるまで待機
する。検出電圧Ｖ３は、電圧検出部６３が動作することのできる最低の電圧である。
【００４７】
　そして、機器判別部６７は、ＵＳＢコネクタ５１のＤ＋端子に予め決められた電圧を印
加したときに、Ｄ－端子がＤ＋端子と同じ電圧かＧＮＤ電圧かを判断する。Ｄ－端子がＤ
＋端子と同じ電圧ならば充電器２００が接続されたと判断し、Ｄ－端子がＧＮＤ電圧なら
ばＵＳＢ機器２１０が接続されたと判断する。機器判別部６７は、ＵＳＢコネクタ５１に
充電器２００が接続されたと判断すると、電流制御部６５に切換信号を出力する。また、
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機器判別部６７は、ＵＳＢコネクタ５１に充電器２００またはＵＳＢ機器２１０のいずれ
が接続されたかを示す判別信号を電流制御部６５に出力する。
【００４８】
　なお、ＮＣ端子を用いて、ＵＳＢコネクタ５１に充電器２００とＵＳＢ機器２１０のい
ずれが接続されたかを判断するようにしてもよい。充電器２００のＮＣ端子は２００ｋΩ
の抵抗を介して接地されており、ＵＳＢ機器２１０のＮＣ端子はＯＰＥＮ（開放端子）と
する。したがって、ＮＣ端子に電圧を印加したときにＧＮＤ電圧となる場合は、充電器２
００が接続されたことを検出し、ＮＣ端子に印加した電圧が検出される場合は、ＵＳＢ機
器が接続されたことを検出する。
【００４９】
　なお、機器判別部６７は、電圧検出部６３より入力される二次電池７１の出力電圧が所
定の電圧（検出電圧Ｖ３）になると、ＵＳＢコネクタ５１に充電器２００またはＵＳＢ機
器２１０が接続されたことを検出するようにしたが、機器判別部６７が駆動するために二
次電池７１から電力の供給を受けることなく、ＵＳＢコネクタ５１に充電器２００または
ＵＳＢ機器２１０から供給される電力で駆動可能な場合は、ＵＳＢコネクタ５１のＶＢＵ
Ｓ端子に５Ｖ以上の電圧が印加されたことを検出した時点で、ＵＳＢコネクタ５１に充電
器２００またはＵＳＢ機器２１０が接続されたことを検出するようにしてもよい。この場
合、ＵＳＢコネクタ５１に、充電器２００またはＵＳＢ機器２１０が接続された後、直ち
に機器を判別することができる。
【００５０】
　電流制御部６５は、ＵＳＢコネクタ５１を介して接続された充電器２００またはＵＳＢ
機器２１０から供給される電力の電流を制御する。電流制御部６５は、ＣＰＵ２１により
制御されるが、ＣＰＵ２１が動作していない状態でも駆動する。電流制御部６５は、ＵＳ
Ｂコネクタ５１を介して接続された充電器２００またはＵＳＢ機器２１０から電力が供給
されると、換言すれば、ＶＢＵＳ端子が＋５Ｖ以上になると、１００ｍＡの電流を二次電
池に出力する。また、電流制御部６５は、ＣＰＵ２１または機器判別部６７から切換信号
が入力されると、１００ｍＡより大きな電流、例えば、５００ｍＡ以上の電流を二次電池
７１に出力する。
【００５１】
　起動部６１は、しきい値変更部６２を含む。しきい値変更部６２は、機器判別部６７か
ら入力される判別信号が、充電器２００が接続されたことを示すならば、ＣＰＵ２１を動
作させるために最低限必要な電圧（動作電圧Ｖ１）をしきい値に設定する。しきい値変更
部６２は、機器判別部６７から入力される判別信号が、ＵＳＢ機器２１０が接続されたこ
とを示すならば、ＣＰＵ２１を起動させるために予め定められた電圧（起動電圧Ｖ２）を
しきい値に設定する。起動電圧Ｖ２は、ＣＰＵ２１がブートプログラムを実行し、不揮発
性メモリ３１に記憶されているアプリケーションプログラムを揮発性メモリ３２に転送す
る処理を実行するために消費する電力と、動作電圧Ｖ１とにより定まる。具体的には、起
動電圧Ｖ２は、ＣＰＵ２１がブートプログラムを実行し、不揮発性メモリ３１に記憶され
ているアプリケーションプログラムを揮発性メモリ３２に転送する処理を実行した後であ
っても、二次電池７１の出力電圧が動作電圧Ｖ１以上となる値である。
【００５２】
　起動部６１は、電圧検出部６３から入力される電圧値（二次電池７１の出力電圧の値）
が、しきい値変更部６２により設定されたしきい値以上であることを条件に、ＣＰＵ２１
を起動する。電圧検出部６３から入力される電圧値がしきい値未満ならば、電圧検出部６
３からしきい値以上の電圧値が入力されるまで待機する。起動部６１は、ＣＰＵ２１を起
動するために、ＣＰＵ２１にリセット信号を出力する。
【００５３】
　すなわち、起動部６１は、ＵＳＢコネクタ５１に充電器２００が接続された場合は、電
圧検出部６３から入力される電圧値（二次電池の出力電圧の値）が、動作電圧Ｖ１以上な
らばＣＰＵ２１を起動する。また、起動部６１は、ＵＳＢコネクタ５１にＵＳＢ機器２１
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０が接続された場合は、電圧検出部６３から入力される電圧値（二次電池の出力電圧の値
）が、起動電圧Ｖ２以上ならばＣＰＵ２１を起動する。
【００５４】
　ＣＰＵ２１は、リセット信号が入力されると、ブートプログラムを実行し、その後、揮
発性メモリ３２に記憶されたアプリケーションプログラムを実行することが可能となる。
アプリケーションプログラムは、ＵＳＢドライバ回路を制御し、ＵＳＢコネクタ５１に接
続されたＵＳＢ機器２１０と通信するプログラムおよび電源制御部５５を制御するプログ
ラムを含む。ＣＰＵ２１は、ＵＳＢコネクタ５１にＵＳＢ機器が接続されている場合、Ｕ
ＳＢ機器２１０と通信し、ネゴシエーションした後に、電流制御部６５に切換信号を出力
する。
【００５５】
　図４は、ＣＰＵで実行される起動処理の流れの一例を示すフローチャートである。起動
処理は、起動部６１よりリセット信号が入力されることに応じて、ＣＰＵ２１によって実
行される処理である。図４を参照して、ＣＰＵ２１は、リセット信号が入力されると、不
揮発性メモリ３１に記憶されているブートプログラムを実行する（ステップＳ０１）。ブ
ートプログラムは、入出力ポートを設定する処理の他、不揮発性メモリ３１に記憶されて
いるアプリケーションプログラムを揮発性メモリ３２に転送する処理を含む。
【００５６】
　そして、接続機器を検出する（ステップＳ０２）。電源制御部５５と通信し、電源制御
部５５の機器判別部６７に接続機器を検出させる。そして、接続機器が充電器２００か否
かを判断する（ステップＳ０３）。ＵＳＢコネクタ５１に充電器２００が接続されている
ならば処理を修了するが、そうでなくＵＳＢコネクタ５１にＵＳＢ機器２１０が接続され
ているならば処理をステップＳ０４に進める。
【００５７】
　ステップＳ０４においては、ＵＳＢドライバ回路５３を制御して、ＵＳＢ機器２１０と
通信し、ＵＳＢ機器２１０に５００ｍＡの電流の電力を出力するようネゴシエーションす
る。そして、電流値を切り換える（ステップＳ０５）。具体的には、電源制御部５５と通
信し、電流制御部６５に切換信号を出力する。これにより、二次電池７１に５００ｍＡの
電流の電力が供給される。
【００５８】
　図５は、二次電池の出力電圧の推移の一例を示す第１の図である。図５は、ＵＳＢコネ
クタ５１に充電器２００が接続された場合における二次電池７１の出力電圧の推移を示す
。ＵＳＢコネクタ５１に充電器２００が接続された直後の時刻ｔ０において二次電池７１
の出力電圧は、過放電状態の電圧である。ＵＳＢコネクタ５１に充電器２００が接続され
ると充電器２００から１００ｍＡの電流の電力が二次電池７１に供給されるので、出力電
圧が徐々に増加する。
【００５９】
　出力電圧が検出電圧Ｖ３になるとき（時刻ｔ１）において、機器判別部６７により充電
器２００が接続されたことが検出され、電流制御部６５において５００ｍＡの電流の電力
が二次電池７１に供給される。このため、二次電池７１の出力電圧が急激に増加する。
【００６０】
　そして、出力電圧が動作電圧Ｖ１になるとき（時刻ｔ２）において、起動部６１により
ＣＰＵ２１が起動される。充電器２００から供給される電力の一部がＣＰＵ２１により電
力が消費されるので、二次電池７１の出力電力の増加傾向は減少する。しかしながら、５
００ｍＡの電流の電力は、ＣＰＵ２１が動作する場合に消費される電力よりも大きいので
、ＣＰＵ１１１が消費する電力を除いた残りの電力が二次電池７１に供給され、二次電池
７１の出力電圧が増加する。ＣＰＵ２１において、ブートプログラムを実行する起動時間
Ｔ１が経過するときを時刻ｔ３とする。
【００６１】
　図６は、二次電池の出力電圧の推移の一例を示す第２の図である。図６は、ＵＳＢコネ
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クタ５１にＵＳＢ機器２１０が接続された場合においける二次電池７１の出力電圧の推移
を示す。ＵＳＢコネクタ５１にＵＳＢ機器２１０が接続された直後の時刻ｔ０において二
次電池７１の出力電圧は、過放電状態の電圧である。充電器２００から１００ｍＡの電流
の電力が二次電池７１に供給されるので、出力電圧が徐々に増加する。
【００６２】
　出力電圧が検出電圧Ｖ３になるとき（時刻ｔ１）において、機器判別部６７によりＵＳ
Ｂ２００が接続されたことが検出されるが、電流制御部６５において１００ｍＡの電流の
電力の二次電池７１への供給が継続される。
【００６３】
　そして、出力電圧が動作電圧Ｖ１より高い起動電圧Ｖ２になるとき（時刻ｔ４）におい
て、起動部６１によりＣＰＵ２１が起動される。ＵＳＢ機器２１０から供給される１００
ｍＡの電流の電力は、ＣＰＵ２１が動作する場合に消費される電力よりも小さいので、二
次電池７１が放電し、出力電圧が減少する。ただし、ＣＰＵ２１がブートプログラムを実
行した後（時刻ｔ５）に、二次電池７１の出力電圧は、動作電圧Ｖ１よりも高い。起動電
圧Ｖ２を、ＣＰＵ２１がブートプログラムを実行し、不揮発性メモリ３１に記憶されてい
るアプリケーションプログラムを揮発性メモリ３２に転送する処理を実行した後であって
も、二次電池７１の出力電圧が動作電圧Ｖ１以上となる値としているからである。このた
め、ＣＰＵ２１は、ブートプログラムを実行している間（起動時間Ｔ１）に、シャットダ
ウンすることなくブートプログラムを実行することができる。
【００６４】
　ブートプログラムを実行した後（時刻ｔ５の後）、ＣＰＵ２１は、アプリケーションプ
ログラムを実行し、ＵＳＢ機器２１０と通信し、ネゴシエーションした後に、電流制御部
６５に切換信号を出力する。これにより、電流制御部６５において５００ｍＡの電流の電
力が二次電池７１に供給される。ＵＳＢ機器２１０から供給される電力の一部がＣＰＵ２
１により電力が消費されるが、５００ｍＡの電流の電力は、ＣＰＵ２１が動作する場合に
消費される電力よりも大きいので、二次電池７１の出力電力は増加する。ＣＰＵ２１にお
いて、ブートプログラムを実行する起動時間Ｔ１が経過するときは、時刻ｔ５である。
【００６５】
　充電器２００が接続される場合に、ＣＰＵ２１がアプリケーションプログラムを実行可
能となる時刻ｔ３（図５参照）は、ＵＳＢコネクタ５１にＵＳＢ機器２１０が接続される
場合に、ＣＰＵ２１がアプリケーションプログラムを実行可能となる時刻ｔ５（図６参照
）よりも早い。このため、充電器２００を接続した方が、ＵＳＢ機器２１０を接続するよ
りも早く、携帯電話機１を使用可能な状態にすることができる。
【００６６】
　以上説明したように本実施の形態における携帯電話機１は、ＵＳＢコネクタ５１に電圧
が印加されることに応じて、ＵＳＢコネクタ５１に充電器２００が接続されたか否かを検
出し、ＵＳＢコネクタ５１から二次電池７１に第１電流を流し、ＵＳＢコネクタ５１に充
電器２００が接続されたことを検出することを条件に、ＵＳＢコネクタ５１から二次電池
７１に第２電流を流す。このため、ＵＳＢコネクタ５１に充電器２００が接続された場合
、二次電池７１に第１電流より大きな第２電流が流れるので、ＣＰＵ２１が動作しても二
次電池７１の出力電圧が動作電圧より低くなることがない。したがって、二次電池７１が
過放電状態であっても携帯電話機１を起動することができる。また、二次電池７１の出力
電圧が動作電圧になると直ちにＣＰＵ２１が起動されるので、二次電池７１が過放電状態
であっても携帯電話機１を早期に使用可能な状態にすることができる。
【００６７】
　また、ＣＰＵ２１が起動して電力が消費される前に、二次電池７１に流れる電流値を大
きくするので、二次電池７１の出力電圧が低下するのを回避することができる。
【００６８】
　さらに、二次電池７１の出力電圧が起動電圧より低く、かつ、ＵＳＢコネクタ５１に充
電器２００が接続されたことを検出しない場合は、二次電池７１の出力電圧が起動電圧以
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上になることをさらに条件として、ＣＰＵ２１を起動する。起動電圧を、ＣＰＵ２１が起
動してからブートプログラムの実行を終了するまでにＣＰＵ２１により消費された後の二
次電池７１の出力電圧が動作電圧となるように定めているので、ＣＰＵ２１にブートプロ
グラムを確実に実行させることができる。
【００６９】
　＜変形例＞
　図７は、変形例における携帯電話機の機能の一例を示す機能ブロック図である。図７を
参照して、図２に示した機能ブロック図と異なる点は、機器判別部６７が削除された点、
および起動部６１Ａがしきい値変更部６２を有しない点である。変形例における携帯電話
機１は、ＣＰＵ２１が動作可能になる前は、電流制御部６５がＵＳＢコネクタ５１のＶＢ
ＵＳに＋５Ｖ以上の電圧が印加されたことを検出することで、ＵＳＢコネクタ５１に充電
器２００またはＵＳＢ機器２１０のいずれかが接続されたことを検出できる。しかしなが
ら、ＵＳＢコネクタ５１に充電器２００またはＵＳＢ機器２１０のいずれが接続されたか
を検出することができない。
【００７０】
　電流制御部６５は、ＵＳＢコネクタ５１のＶＢＵＳがハイになったことを検出すると、
起動部６１Ａに接続信号を出力する。接続信号は、ＵＳＢコネクタ５１に充電器２００ま
たはＵＳＢ機器２１０のいずれかが接続されたことを示す信号である。
【００７１】
　起動部６１Ａは、接続信号が入力されると、電圧検出部６３から入力される電圧値（二
次電池の出力電圧の値）が、起動電圧Ｖ２以上であることを条件に、ＣＰＵ２１を起動す
る。電圧検出部６３から入力される電圧値が起動電圧Ｖ２未満ならば、電圧検出部６３か
ら起動電圧Ｖ２以上の電圧値が入力されるまで待機する。起動部６１Ａは、ＣＰＵ２１を
起動するために、ＣＰＵ２１にリセット信号を出力する。
【００７２】
　変形例における携帯電話機１は、ＵＳＢコネクタ５１に充電器２００またはＵＳＢ機器
２１０のいずれが接続されたかを検出することができないので、いずれかが接続されると
、二次電池７１の出力電圧が、起動電圧Ｖ２以上になるまで待機し、二次電池７１の出力
電圧が、起動電圧Ｖ２以上になると、ＣＰＵ２１を起動する。
【００７３】
　変形例におけるＣＰＵ２１により実行される起動処理は、図４に示したのと同じである
。また、変形例における携帯電話機１における二次電池７１の出力電圧の推移は、図６に
示したのと同じである。
【００７４】
　このように変形例における携帯電話機１は、二次電池７１の出力電圧が動作電圧より高
い起動電圧以上であることを条件に、ＣＰＵ２１を起動する。このため、起動電圧を、Ｃ
ＰＵ２１が起動してからブートプログラムの実行を終了するまでにＣＰＵ２１により消費
された後の二次電池７１の出力電圧が動作電圧となるように定めているので、ＣＰＵ２１
にブートプログラムを確実に実行させることができる。したがって、二次電池が過放電状
態であっても携帯電話機１を起動することができる。
【００７５】
　また、ＣＰＵ２１は、起動後に電流制御部６５を制御して、ＵＳＢコネクタ５１から二
次電池７１に流れる電流を、第１電流から第２電流に切換えるので、ＣＰＵ２１が動作し
ても二次電池７１の出力電圧が動作電圧より低くなるのを回避することができる。
【００７６】
　なお、本実施の形態においては、電流制御部６５は、ＶＢＵＳ端子が＋５Ｖ以上になる
と、１００ｍＡの電流を二次電池７１に出力するようにしたが、ＵＳＢコネクタ５１を介
して接続された充電器２００またはＵＳＢ機器２１０から電流が供給されたことを検出す
ると、１００ｍＡの電流を二次電池に出力するようにしてもよい。
【００７７】
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　また、上述した実施の形態においては、携帯機器の一例として携帯電話機１を例に説明
したが、二次電池７１で駆動する電子機器であれば、例えば、カーナビゲーションシステ
ム、携帯テレビ、携帯ＤＶＤプレーヤ等に適用することができる。また、電源制御部５５
およびＣＰＵ２１により実行される処理を実行するための起動方法として発明を捉えるこ
とができるのは言うまでもない。
【００７８】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【００７９】
　＜付記＞
（１）　前記起動電圧は、前記制御手段が起動してから前記ブートプログラムの実行を終
了した後に、前記二次電池の電圧が前記動作電圧以上となる電圧である、請求項３または
４に記載の携帯機器。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の実施の形態の一つにおける携帯電話機の外観を示す斜視図である。
【図２】本実施の形態における携帯電話機の機能の一例を示す機能ブロック図である。
【図３】ＵＳＢコネクタの一例を示す図である。
【図４】ＣＰＵで実行される起動処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図５】二次電池の出力電圧の推移の一例を示す第１の図である。
【図６】二次電池の出力電圧の推移の一例を示す第２の図である。
【図７】変形例における携帯電話機の機能の一例を示す機能ブロック図である。
【符号の説明】
【００８１】
　１　携帯電話機、２　表示側部、３　操作側部、１１　第１スピーカ、１２　第２スピ
ーカ、１３　マイクロフォン、１４　操作キー、２１　ＣＰＵ、２２　無線回路、２２Ａ
　アンテナ、２４　カメラ、２５　操作部、２５Ａ　ランプ、２６　振動部、２７　カー
ドＩ／Ｆ、２７Ａ　フラッシュメモリ、２８　コーデック部、３０　表示制御部、３１　
不揮発性メモリ、３２　揮発性メモリ、３５　電源制御部、５１　ＵＳＢコネクタ、５３
　ＵＳＢドライバ回路、５５　電源制御部、６１，６１Ａ　起動部、６２　しきい値変更
部、６３　電圧検出部、６５　電流制御部、６７　機器判別部、７１　二次電池、２００
　充電器、２１０　ＵＳＢ機器。
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