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(57)【要約】
【課題】突発的な電源遮断が発生しても動作して、消費
電力を低減し、かつ再起動の時間を短縮することができ
る電源制御装置を提供する。
【解決手段】外部電源２で充電される補助電源１１と、
外部電源２または補助電源１１に基づく電源を主記憶装
置４以外の各種装置３に供給するＡ電源回路１２と、外
部電源２または補助電源１１に基づく電源を主記憶装置
４に供給するＢ電源回路１３と、Ａ電源回路１２による
電源供給をオフしてからの時間をカウントするカウント
回路１４と、カウント回路１４が設定時間をカウントす
るまで、Ｂ電源回路１３を制御して、主記憶装置４への
電源の供給を継続する電源制御回路１０とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部電源で動作して、その動作状態を主記憶装置に記憶する情報機器の電源制御装置に
おいて、
　前記外部電源で充電される補助電源と、
　前記外部電源または前記補助電源に基づく電源を前記主記憶装置以外に供給する第１の
電源回路部と、
　前記外部電源または前記補助電源に基づく電源を前記主記憶装置に供給する第２の電源
回路部と、
　前記第１の電源回路部による電源供給をオフしてからの時間をカウントするカウント部
と、
　前記カウント部が所定の時間をカウントするまで、前記第２の電源回路部を制御して、
前記主記憶装置への電源の供給を継続する電源制御部とを備えたことを特徴とする電源制
御装置。
【請求項２】
　不揮発性の補助記憶装置と、
　前記外部電源の瞬断によって当該外部電源からの電源供給が低下したか否かを判定する
判定部とを備え、
　前記電源制御部は、前記判定部によって前記外部電源の瞬断がないと判定された場合、
前記主記憶装置の記憶内容を前記補助記憶装置にバックアップしてから、前記カウント部
がカウントする前記所定の時間を通常オフ用設定時間に設定して、前記カウント部が前記
通常オフ用設定時間をカウントするまで、前記第２の電源回路部による前記主記憶装置へ
の電源の供給を継続し、前記判定部によって前記外部電源が瞬断したと判定された場合、
前記所定の時間を瞬断オフ用設定時間に設定して、前記カウント部が前記瞬断オフ用時間
をカウントするまで、前記第２の電源回路部による前記主記憶装置への電源の供給を継続
することを特徴とする請求項１記載の電源制御装置。
【請求項３】
　時刻情報を取得する時刻情報取得部を備え、
　前記電源制御部は、前記時刻情報取得部が取得した時刻情報に応じて、前記カウント部
がカウントする所定の時間を変更することを特徴とする請求項１記載の電源制御装置。
【請求項４】
　位置情報を取得する位置情報取得部を備え、
　前記電源制御部は、前記位置情報取得部が取得した位置情報に応じて、前記カウント部
がカウントする所定の時間を変更することを特徴とする請求項１記載の電源制御装置。
【請求項５】
　時刻情報を取得する時刻情報取得部と、位置情報を取得する位置情報取得部とを備え、
　前記電源制御部は、前記時刻情報取得部が取得した時刻情報および前記位置情報取得部
が取得した位置情報に応じて、前記カウント部がカウントする所定の時間を変更すること
を特徴とする請求項１記載の電源制御装置。
【請求項６】
　前記電源制御部は、ユーザ操作による指示に応じて前記カウント部がカウントする所定
の時間を変更することを特徴とする請求項１記載の電源制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、主記憶装置を備えた情報機器の電源制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１には、車両のＡＣＣ電源がオフされた場合に、車両用電子機器への
ＡＣＣ電源の供給断を一定時間遅らせる技術が開示されている。
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　また、特許文献２は、ＡＣＣ電源がオフしたと判定されてから所定期間はＣＰＵおよび
メモリなどの負荷が低消費電流モードで動作し、負荷の動作が停止しても、所定期間は、
バッテリから負荷に電源を供給する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－３２２５１２号公報
【特許文献２】特開２００６－６９３５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年の車載情報機器は、メモリ容量がアップし、処理速度もアップしており、消費電力
量が増加する傾向にある。このため、特許文献１，２に代表される従来の技術のように、
電源がオフされても、所定期間、機器全体への電源供給を継続する場合、車載バッテリが
あがってしまう可能性があるという課題があった。
　また、停電などのように外部電源が突発的に低下した場合、メモリおよびＣＰＵに電源
供給ができなくなるため、特許文献１，２に係る装置は動作不可能となる。
【０００５】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、突発的な電源遮断が
発生しても動作して、消費電力を低減し、かつ再起動の時間を短縮することができる電源
制御装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る電源制御装置は、外部電源で動作して、その動作状態を主記憶装置に記
憶する情報機器の電源制御装置において、外部電源で充電される補助電源と、外部電源ま
たは補助電源に基づく電源を主記憶装置以外に供給する第１の電源回路部と、外部電源ま
たは補助電源に基づく電源を主記憶装置に供給する第２の電源回路部と、第１の電源回路
部による電源供給をオフしてからの時間をカウントするカウント部と、カウント部が所定
の時間をカウントするまで、第２の電源回路部を制御して、主記憶装置への電源の供給を
継続する電源制御部とを備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明によれば、突発的な電源遮断が発生しても動作して、消費電力を低減し、かつ
再起動の時間を短縮することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】この発明の実施の形態１に係る電源制御装置の構成を示すブロック図である。
【図２】実施の形態１に係る電源制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図３】この発明の実施の形態２に係る電源制御装置の構成を示すブロック図である。
【図４】実施の形態２に係る電源制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図５】この発明の実施の形態３に係る電源制御装置の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１に係る電源制御装置の構成を示すブロック図である。
図１において、電源制御装置１は、外部電源２が供給されて各種装置３を動作させ、その
動作状態を主記憶装置４に記憶する情報機器の電源制御装置である。また、情報機器は、
外部電源２のオンオフ操作を検知するスイッチ操作検知部５を備えており、スイッチ操作
検知部５によってオフ操作が検知されると、電源制御装置１が、Ａ電源回路１２による電
源の供給のオフ処理を実行する。電源制御装置１は、情報機器を構成する１つの装置であ
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ってもよく、情報機器とは別に設けた装置であってもよい。外部電源２は、情報機器に電
力を供給する電源であり、一般的な商用電源であってもよいし、電源制御装置１が車載用
情報機器の電源を制御する場合は、外部電源２として車載バッテリが利用される。
【００１０】
　また、電源制御装置１は、電源制御回路１０、補助電源１１、Ａ電源回路１２、Ｂ電源
回路１３およびカウント回路１４を備えて構成される。
　電源制御回路１０は、カウント回路１４が所定の時間（設定時間）をカウントするまで
、Ｂ電源回路１３をオン制御して、電源制御回路１０、主記憶装置４およびカウント回路
１４に対する外部電源２または補助電源１１に基づく電源の供給を継続する電源制御部で
ある。なお、実施の形態１において、上記設定時間は、例えば、ユーザまたは本装置の設
計者が設定した時間となる。
　補助電源１１は、外部電源２によって充電される補助電源であり、例えば充電池または
コンデンサなどを含む回路で実現される。
【００１１】
　Ａ電源回路１２は、外部電源２および補助電源１１を入力して、外部電源２または補助
電源１１に基づく電源を各種装置３へ供給する第１の電源回路部であり、電源制御回路１
０によってＡ電源回路１２による電源供給がオンオフ制御される。
　Ｂ電源回路１３は、外部電源２および補助電源１１を入力して、外部電源２または補助
電源１１に基づく電源を主記憶装置４へ供給する第２の電源回路部であり、Ａ電源回路１
２と同様に、電源制御回路１０によって電源供給がオンオフ制御される。
　カウント回路１４は、Ａ電源回路１２による電源供給をオフしてからの時間（主記憶装
置４以外の各種装置３への電源供給をオフしてからの時間）をカウントするカウント部で
ある。
【００１２】
　なお、各種装置３は、情報機器における情報処理を実施する装置であって、動作状態を
主記憶装置４に記憶しながら動作する。各種装置３において、ある動作が停止した場合、
主記憶装置４に記憶された動作状態を参照すれば、継続した動作を再開することが可能と
なる。主記憶装置４は、情報機器の各種装置３の動作状態を記憶する揮発性の記憶装置で
あり、図３で後述する補助記憶装置と比較して高速なデータ読み書きが可能である。
【００１３】
　次に動作について説明する。
　図２は、実施の形態１に係る電源制御装置の動作を示すフローチャートであり、図２（
ａ）は電源スイッチがオフ操作された場合を示しており、図２（ｂ）はオフ操作によらず
に停電などで外部電源２からの電源供給が低下した場合を示している。
　図２（ａ）において、まず、情報機器が起動状態にあるとき（ステップＳＴ１）、電源
制御回路１０は、電源スイッチのオフ操作がスイッチ操作検知部５によって検知されたか
否かを判定する（ステップＳＴ２）。オフ操作が検知されない場合（ステップＳＴ２；Ｎ
Ｏ）、再び、ステップＳＴ２に戻ることで、この判定処理は、ユーザによって電源スイッ
チのオフ操作が実行されるまで繰り返される。
【００１４】
　オフ操作が検知された場合（ステップＳＴ２；ＹＥＳ）、電源制御回路１０は、Ａ電源
回路１２による電源供給をオフする（ステップＳＴ３）。なお、カウント回路１４には、
電源制御回路１０と同時に、Ａ電源回路１２による電源供給をオフしたことが通知されて
おり、カウント回路１４は、Ａ電源回路１２による電源供給がオフされた時点からの時間
をカウントしている。
【００１５】
　電源制御回路１０は、カウント回路１４によるカウント時間が設定時間以上になったか
否かを判定する（ステップＳＴ４）。ここで、カウント時間が設定値未満である場合（ス
テップＳＴ４；ＮＯ）、電源制御回路１０は、電源スイッチのオン操作がスイッチ操作検
知部５によって検知されたか否かを判定する（ステップＳＴ５）。ここで、電源スイッチ
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のオン操作が検知されない場合（ステップＳＴ５；ＮＯ）、ステップＳＴ４に戻り、上述
の判定を繰り返す。
【００１６】
　また、カウント時間が設定時間以上になった場合（ステップＳＴ４；ＹＥＳ）、電源制
御回路１０は、カウント回路１４が設定時間をカウントし終えたと判断し、Ｂ電源回路１
３をオフする（ステップＳＴ６）。
　電源スイッチのオン操作が検知された場合（ステップＳＴ５；ＹＥＳ）には、電源制御
回路１０は、Ａ電源回路１２による電源供給をオンし（ステップＳＴ８）、ステップＳＴ
１の起動状態に戻る。
【００１７】
　設定時間内にオン操作が実施されて起動状態になると、Ａ電源回路１２によって各種装
置３への電源供給が行われる。このとき、Ｂ電源回路１３から主記憶装置４への電源供給
は継続されているので、各種装置３は、主記憶装置４に記憶されている動作状態を用いて
再起動することができる。このように再起動を短縮するために必要な最低限の構成に電源
を供給することで、消費電力を低減し、かつ再起動の時間を短縮することができる。
【００１８】
　図２（ｂ）において、情報機器が起動状態にあるとき（ステップＳＴ１ａ）、電源制御
回路１０は、外部電源２からの供給電圧が所定値よりも低下したか否かを判定する（ステ
ップ２ａ）。外部電源２からの供給電圧が低下していない場合（ステップＳＴ２ａ；ＮＯ
）、ステップＳＴ２ａに戻り、この判定を繰り返す。
　外部電源２からの供給電圧が低下した場合（ステップＳＴ２ａ；ＹＥＳ）、電源制御回
路１０、Ａ電源回路１２、Ｂ電源回路１３およびカウント回路１４は、外部電源２からの
供給電圧の低下によりオフになろうとしている。
　このとき、補助電源１１が供給可能でなければ（ステップＳＴ３ａ；ＮＯ）、全ての電
源が消失するため、Ａ電源回路１２およびＢ電源回路１３をそれぞれオフして（ステップ
ＳＴ３ａ－１）、ステップＳＴ９ａに進み、終了状態となる。
　また、補助電源１１の供給が可能であれば（ステップＳＴ３ａ；ＹＥＳ）、何らかの終
了処理を行った後で、Ａ電源回路１２をオフする。電源制御回路１０、Ｂ電源回路１３、
およびカウント回路１４は、補助電源１１からの供給電圧を受けて動作を継続する。
　このとき、電源制御回路１０は、補助電源１１の電力消費を抑えるため、直ちにＡ電源
回路１２をオフし、Ａ電源回路１２からの電源供給を遮断する（ステップＳＴ４ａ）。
【００１９】
　カウント回路１４は、Ａ電源回路１２による電源供給をオフした時点から設定時間のカ
ウントを開始している。このとき、電源制御回路１０は、カウント回路１４によるカウン
ト時間が設定時間以上になったか否かを判定する（ステップＳＴ５ａ）。ここで、カウン
ト時間が設定値未満である場合（ステップＳＴ５ａ；ＮＯ）、電源制御回路１０は、外部
電源２が復帰しかつ電源スイッチのオン操作を検知したか否かを判定する（ステップＳＴ
６ａ）。
【００２０】
　外部電源２が復帰しないか、または電源スイッチのオン操作が検知されない場合（ステ
ップＳＴ６ａ；ＮＯ）、ステップＳＴ５ａに戻り、上述の判定を繰り返す。
　また、外部電源２が復帰し、かつ電源スイッチのオン操作が検知された場合（ステップ
ＳＴ６ａ；ＹＥＳ）、電源制御回路１０は、Ａ電源回路１２による電源供給をオンして（
ステップＳＴ７ａ）、ステップＳＴ１ａの起動状態に戻る。
【００２１】
　一方、カウント時間が設定値以上になった場合（ステップＳＴ５ａ；ＹＥＳ）、電源制
御回路１０は、カウント回路１４が設定時間をカウントし終えたと判断して、Ｂ電源回路
１３をオフする（ステップＳＴ８ａ）。この後、終了状態に移行する（ステップＳＴ９ａ
）。
【００２２】
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　このように、オン操作によらずに外部電源２がオフされても、補助電源１１の電源供給
能力がなくなる前にオン操作が実施されれば、補助電源１１によってＢ電源回路１３から
主記憶装置４へ電源が供給され続ける。
　このとき、補助電源１１の電源供給が可能な時間（以下、補助電源供給可能時間と呼ぶ
）だけ、Ｂ電源回路１３から主記憶装置４への電源供給は継続されているので、各種装置
３は、主記憶装置４に記憶されている動作状態を用いて再起動することができる。
　なお、外部電源２が復帰している場合であれば、電源制御回路１０が、補助電源１１に
変えてＢ電源回路１３へ供給される電源を外部電源２に切り替えてもよい。
【００２３】
　オフ操作後に、Ｂ電源回路１３による外部電源２に基づく電源の供給を継続する設定時
間と、オフ操作によらず外部電源２が低下してＢ電源回路１３による補助電源１１に基づ
く電源の供給を継続する設定時間（補助電源供給可能時間に相当）とは、異なっていても
よい。例えば、外部電源２が瞬断して早期に復帰することを期待して、後者を前者よりも
短い時間に設定する。
【００２４】
　以上のように、この実施の形態１によれば、外部電源２で充電される補助電源１１と、
外部電源２または補助電源１１に基づく電源を主記憶装置４以外の各種装置３に供給する
Ａ電源回路１２と、外部電源２または補助電源１１に基づく電源を主記憶装置４に供給す
るＢ電源回路１３と、Ａ電源回路１２による電源供給をオフしてからの時間をカウントす
るカウント回路１４と、カウント回路１４が設定時間をカウントするまで、Ｂ電源回路１
３を制御して、主記憶装置４への電源の供給を継続する電源制御回路１０とを備える。
　このように構成することで、突発的な電源遮断が発生しても動作して、消費電力を低減
し、かつ再起動の時間を短縮することができる。
【００２５】
実施の形態２．
　図３は、この発明の実施の形態２に係る電源制御装置の構成を示すブロック図である。
図３において、電源制御装置１Ａは、電源制御回路１０Ａ、補助電源１１、Ａ電源回路１
２、Ｂ電源回路１３、カウント回路１４および瞬断判定部１５を備えて構成される。
　電源制御回路１０Ａは、カウント回路１４が設定時間をカウントするまで、Ｂ電源回路
１３をオン制御して、電源制御回路１０Ａ、主記憶装置４およびカウント回路１４に対す
る外部電源２または補助電源１１に基づく電源の供給を継続する電源制御部である。
　また、電源制御回路１０Ａは、瞬断判定部１５の判定結果に応じて、カウント回路１４
がカウントする設定時間を変更する。
【００２６】
　瞬断判定部１５は、外部電源２からの電源供給が低下したかを判定する判定部である。
実施の形態２では、オフ操作によらずに外部電源２からの供給電圧が所定値よりも低下し
た場合を、停電などの瞬断で外部電源２が低下したものとして説明する。
　また、電源制御装置１Ａが電源制御を行う情報機器は、図３に示すように、補助記憶装
置４ａを備える。
　補助記憶装置４ａは、データ読み書きの速度が主記憶装置４よりも劣るが、不揮発性の
記憶装置であり、電源がオフされても記憶内容が維持される。
　なお、図３において、図１と同一構成要素には同一符号を付して説明を省略する。
【００２７】
　次に動作について説明する。
　図４は、実施の形態２に係る電源制御装置の動作を示すフローチャートである。
　まず、情報機器が起動状態にあるとき（ステップＳＴ１ｂ）、瞬断判定部１５は、外部
電源２が瞬断したか否かを判定する（ステップＳＴ２ｂ）。外部電源２が瞬断ではない場
合（ステップＳＴ２ｂ；ＮＯ）、ステップＳＴ８ｂの処理に移行する。
　外部電源２が瞬断したと判定された場合（ステップＳＴ２ｂ；ＹＥＳ）、電源制御回路
１０Ａ、Ａ電源回路１２、Ｂ電源回路１３およびカウント回路１４は、外部電源２からの
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供給電圧の低下によりオフになろうとしている。
　このとき、補助電源１１が供給可能でなければ（ステップＳＴ３ｂ；ＮＯ）、全ての電
源が消失するため、Ａ電源回路１２およびＢ電源回路１３をそれぞれオフして（ステップ
ＳＴ３ｂ－１）、ステップＳＴ１２ｂに進み、終了状態となる。
【００２８】
　また、補助電源１１の供給が可能であれば（ステップＳＴ３ｂ；ＹＥＳ）、電源制御回
路１０Ａ、Ａ電源回路１２、Ｂ電源回路１３、およびカウント回路１４は、補助電源１１
からの供給電圧を受けて動作を継続する。
　このとき、電源制御回路１０Ａは、補助電源１１の電力消費を抑えるため、直ちにＡ電
源回路１２をオフするとともに、カウント回路１４の設定時間を、瞬断オフ用の設定時間
に変更する（ステップＳＴ４ｂ）。なお、瞬断オフ用の設定時間としては、例えば、補助
電源１１による電源供給が可能な時間（補助電源供給可能時間）が設定される。
すなわち、停電などによる瞬断オフの場合は、外部電源２が低下して補助電源１１による
電源供給が不可能になるまで、できるだけ長く、Ｂ電源回路１３などを動作させておく。
これにより、外部電源２が復帰することを期待して上述の電源制御を行うことができる。
【００２９】
　カウント回路１４は、Ａ電源回路１２による電源の供給をオフした時点から瞬断オフ用
の設定時間のカウントを開始している。このとき、電源制御回路１０Ａは、カウント回路
１４によるカウント時間が瞬断オフ用の設定時間以上になったか否かを判定する（ステッ
プＳＴ５ｂ）。ここで、カウント時間が瞬断オフ用の設定値未満である場合（ステップＳ
Ｔ５ｂ；ＮＯ）、電源制御回路１０Ａは、外部電源２が復帰し、かつ電源スイッチのオン
操作を検知したか否かを判定する（ステップＳＴ６ｂ）。
【００３０】
　外部電源２が復帰しない、または電源スイッチのオン操作が検知されない場合（ステッ
プＳＴ６ｂ；ＮＯ）、ステップＳＴ５ｂに戻り、上述の判定を繰り返す。
　また、外部電源２が復帰し、かつ電源スイッチのオン操作が検知された場合（ステップ
ＳＴ６ｂ；ＹＥＳ）、電源制御回路１０Ａは、Ａ電源回路１２をオンして（ステップＳＴ
７ｂ）、ステップＳＴ１ｂの起動状態に戻る。
　一方、カウント時間が瞬断オフ用の設定値以上になった場合（ステップＳＴ５ｂ；ＹＥ
Ｓ）、ステップＳＴ１１ｂの処理に移行する。
【００３１】
　外部電源２が瞬断ではない場合（ステップＳＴ２ｂ；ＮＯ）、電源制御回路１０Ａは、
電源スイッチのオフ操作がスイッチ操作検知部５によって検知されたか否かを判定する（
ステップＳＴ８ｂ）。オフ操作が検知されない場合（ステップＳＴ８ｂ；ＮＯ）、再び、
ステップＳＴ２ｂに戻り、上述の処理が繰り返される。
【００３２】
　オフ操作が検知された場合（ステップＳＴ８ｂ；ＹＥＳ）、主記憶装置４は、記憶内容
を補助記憶装置４ａにバックアップし、その後、電源制御回路１０Ａは、Ａ電源回路１２
をオフするとともに、カウント回路１４の設定時間を、通常オフ用の設定時間に変更する
（ステップＳＴ９ｂ）。
【００３３】
　なお、カウント回路１４には、電源制御回路１０Ａと同時に、スイッチ操作検知部５が
オフ操作を検知したことが通知されており、カウント回路１４は、Ａ電源回路１２がオフ
された時点からの時間をカウントしている。
【００３４】
　電源制御回路１０Ａは、カウント回路１４によるカウント時間が通常オフ用の設定時間
以上になったか否かを判定する（ステップＳＴ１０ｂ）。カウント時間が通常オフ用の設
定値未満である場合（ステップＳＴ１０ｂ；ＮＯ）、ステップＳＴ１０ｂ－１ｂの処理に
移行し、電源制御回路１０Ａが、オン操作が検知されたか否かを判定する。オン操作が検
知されない場合（ステップＳＴ１０ｂ－１；ＮＯ）、ステップＳＴ１０ｂに戻って、上述
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した処理を繰り返す。電源スイッチのオン操作が検知された場合（ステップＳＴ１０ｂ－
１；ＹＥＳ）、電源制御回路１０Ａは、Ａ電源回路１２をオンして（ステップＳＴ７ｂ）
、ステップＳＴ１ｂの起動状態に戻る。
　また、カウント時間が通常オフ用の設定時間以上になった場合（ステップＳＴ１０ｂ；
ＹＥＳ）、ステップＳＴ１１ｂの処理に移行する。
【００３５】
　ステップＳＴ１１ｂにおいて、電源制御回路１０Ａは、カウント回路１４が設定時間を
カウントし終えたと判断し、Ｂ電源回路１３をオフして、終了状態（ステップＳＴ１２ｂ
）に移行する。
【００３６】
　以上のように、この実施の形態２によれば、不揮発性の補助記憶装置４ａと、外部電源
２の瞬断によって当該外部電源２からの電源供給が低下したか否かを判定する瞬断判定部
１５とを備え、電源制御回路１０Ａが、瞬断判定部１５によって外部電源２の瞬断がない
と判定された場合、主記憶装置４の記憶内容を補助記憶装置４ａにバックアップしてから
、カウント回路１４がカウントする所定の時間を通常オフ用設定時間に設定して、カウン
ト回路１４が通常オフ用設定時間をカウントするまで、Ｂ電源回路１３による主記憶装置
４への電源の供給を継続し、瞬断判定部１５によって外部電源２が瞬断したと判定された
場合、所定の時間を瞬断オフ用設定時間に設定して、カウント回路１４が瞬断オフ用時間
をカウントするまで、Ｂ電源回路１３による主記憶装置４への電源の供給を継続する。
　このようにすることで、再び、オン操作を行ってＡ電源回路１２による電源の供給を開
始したときに、各種装置３は、主記憶装置４の記憶データを用いて、補助記憶装置４ａに
バックアップされている状態に再起動することができる。これにより、カウント回路１４
の設定時間内であれば、その後の再起動時間を短縮することが可能である。
【００３７】
実施の形態３．
　図５は、この発明の実施の形態３に係る電源制御装置の構成を示すブロック図である。
図５において、電源制御装置１Ｂは、電源制御回路１０Ｂ、補助電源１１、Ａ電源回路１
２、Ｂ電源回路１３およびカウント回路１４を備えて構成される。
　電源制御回路１０Ｂは、カウント回路１４が設定時間をカウントするまで、Ｂ電源回路
１３を制御して、電源制御回路１０Ｂ、主記憶装置４およびカウント回路１４に対する、
外部電源２または補助電源１１に基づく電源の供給を継続する電源制御部である。
　また、電源制御回路１０Ｂは、時刻情報取得部６および位置情報取得部７の少なくとも
一方が取得した情報に基づいて、カウント回路１４の設定時間を変更する。
【００３８】
　電源制御装置１Ｂが電源制御を行う情報機器は、図５に示すように、時刻情報取得部６
および位置情報取得部７を備える。時刻情報取得部６は現在の時刻情報を取得し、位置情
報取得部７は、自装置１Ｂの現在の位置情報を取得する。時刻情報取得部６は、例えば、
ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）受信機が受信したＧＰ
Ｓ情報から時刻情報を取得する。また、位置情報取得部７は、例えば、ＧＰＳ情報から位
置情報（緯度経度）を取得する。
　なお、図５において、図１と同一構成要素には同一符号を付して説明を省略する。
【００３９】
　電源制御回路１０Ｂは、時刻情報取得部６が取得した時刻情報に応じて、カウント回路
１４の設定時間を変更する。例えば、昼間の場合は、ユーザが情報機器を利用して再起動
する可能性が高いため、設定時間を長めにする。また、夜間（深夜など）は、ユーザが情
報機器の利用を終えようとしている場合が多く、情報機器を再起動する可能性が低い。
　このため、設定時間を短めにする。このようにすることで、昼間は、早く再起動できる
時間が長くなり、夜間は消費電力が抑えられる。
【００４０】
　また、電源制御回路１０Ｂは、位置情報取得部７が取得した位置情報に応じてカウント
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　例えば、情報機器が車載情報機器であり、位置情報からユーザが情報機器とともに外出
している場合、この情報機器が頻繁に利用される可能性が高く、電源をオフしてもすぐに
利用したい場合も考えられるため、設定時間を長めにして素早く再起動できる時間を長く
しておく。また、自宅では、車載情報機器を利用する機会は少ないと思われるので、設定
時間を短めにして消費電力を抑える。
【００４１】
　さらに、電源制御回路１０Ｂは、時刻情報取得部６が取得した時刻情報および位置情報
取得部７が取得した位置情報に応じて、カウント回路１４の設定時間を変更してもよい。
　例えば、電源制御回路１０Ｂが、どの時刻のどの場所で情報機器を再起動したといった
履歴情報を蓄えて、履歴情報に基づいて再起動を行う頻度が高い時刻および場所を学習す
る。これにより、学習した時刻および場所に情報機器が存在する場合に、電源制御回路１
０Ｂは、設定時間を長めにして素早く再起動できる時間を長くしておく。反対に、再起動
を行う頻度が閾値未満の時刻および場所では設定時間を短めにすることで、消費電力を抑
える。
【００４２】
　さらに、電源制御回路１０Ｂは、ユーザ操作による指示に応じて、カウント回路１４の
設定時間を変更してもよい。このようにすることで、ユーザの利便性を向上させることが
できる。
【００４３】
　以上のように、この実施の形態３によれば、時刻情報を取得する時刻情報取得部６を備
え、電源制御回路１０Ｂが、時刻情報取得部６が取得した時刻情報に応じて、カウント回
路１４がカウントする所定の時間を変更する。このようにすることで、時刻に応じてユー
ザの利便性を向上させることができる。
【００４４】
　また、この実施の形態３によれば、位置情報を取得する位置情報取得部７を備え、電源
制御回路１０Ｂが、位置情報取得部７が取得した位置情報に応じて、カウント回路１４が
カウントする所定の時間を変更する。このようにすることで、位置に応じてユーザの利便
性を向上させることができる。
【００４５】
　さらに、この実施の形態３によれば、時刻情報を取得する時刻情報取得部６と、位置情
報を取得する位置情報取得部７とを備え、電源制御回路１０Ｂが、時刻情報取得部６が取
得した時刻情報および位置情報取得部７が取得した位置情報に応じて、カウント回路１４
がカウントする所定の時間を変更する。このようにすることで、時刻および位置に応じて
ユーザの利便性を向上させることができる。
【００４６】
　さらに、この実施の形態３によれば、電源制御回路１０Ｂが、ユーザ操作による指示に
応じてカウント回路１４がカウントする所定の時間を変更するので、ユーザの利便性を向
上させることができる。
【００４７】
　なお、本発明はその発明の範囲内において、各実施の形態の自由な組み合わせ、あるい
は各実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは各実施の形態において任意の構成要素
の省略が可能である。
【符号の説明】
【００４８】
　１，１Ａ，１Ｂ　電源制御装置、２　外部電源、３　各種装置、４　主記憶装置、４ａ
　補助記憶装置、５　スイッチ操作検知部、６　時刻情報取得部、７　位置情報取得部、
１０，１０Ａ，１０Ｂ　電源制御回路、１１　補助電源、１２　Ａ電源回路、１３　Ｂ電
源回路、１４　カウント回路、１５　瞬断判定部。
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